
【様式第1号】

自治体名：北茨城市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 98,353,005   固定負債 46,120,285

    有形固定資産 92,084,182     地方債 32,875,520

      事業用資産 43,406,934     長期未払金 -

        土地 17,297,425     退職手当引当金 4,034,479

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,058

        建物 43,278,295     その他 9,207,228

        建物減価償却累計額 -21,235,138   流動負債 5,510,551

        工作物 4,705,963     １年内償還予定地方債 2,840,222

        工作物減価償却累計額 -3,540,120     未払金 2,248,378

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 315,148

        航空機 -     預り金 62,636

        航空機減価償却累計額 -     その他 44,167

        その他 - 負債合計 51,630,835

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,900,510   固定資産等形成分 100,068,229

      インフラ資産 44,985,710   余剰分（不足分） -47,227,306

        土地 5,046,153

        建物 4,185,893

        建物減価償却累計額 -1,975,580

        工作物 73,211,162

        工作物減価償却累計額 -41,144,750

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 5,662,833

      物品 11,981,578

      物品減価償却累計額 -8,290,041

    無形固定資産 1,505,347

      ソフトウェア 11,430

      その他 1,493,917

    投資その他の資産 4,763,477

      投資及び出資金 1,772,795

        有価証券 168

        出資金 109,990

        その他 1,662,636

      投資損失引当金 -501,795

      長期延滞債権 425,917

      長期貸付金 707,355

      基金 2,142,844

        減債基金 -

        その他 2,142,844

      その他 252,794

      徴収不能引当金 -36,434

  流動資産 6,118,752

    現金預金 3,531,821

    未収金 867,434

    短期貸付金 4,785

    基金 1,710,439

      財政調整基金 1,558,568

      減債基金 151,871

    棚卸資産 17,088

    その他 6,068

    徴収不能引当金 -18,882 純資産合計 52,840,923

資産合計 104,471,758 負債及び純資産合計 104,471,758

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：北茨城市

会計：全体会計 （単位：千円）

    その他 10,755

純行政コスト 33,502,578

    その他 9,347

  臨時利益 11,203

    資産売却益 449

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 33,333,827

  臨時損失 179,955

    災害復旧事業費 170,608

  経常収益 4,433,216

    使用料及び手数料 3,937,105

    その他 496,111

      社会保障給付 3,544,161

      他会計への繰出金 -

      その他 80,669

        その他 387,883

    移転費用 22,906,953

      補助金等 19,282,122

      その他の業務費用 680,019

        支払利息 253,304

        徴収不能引当金繰入額 38,832

        維持補修費 719,322

        減価償却費 3,284,996

        その他 -

        その他 1,202,517

      物件費等 8,878,779

        物件費 4,874,460

        職員給与費 3,771,040

        賞与等引当金繰入額 300,159

        退職手当引当金繰入額 27,576

  経常費用 37,767,043

    業務費用 14,860,090

      人件費 5,301,292

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：北茨城市

会計：全体会計 （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 51,998,916 97,737,373 -45,738,457

  純行政コスト（△） -33,502,578 -33,502,578

  財源 34,299,379 34,299,379

    税収等 18,908,947 18,908,947

    国県等補助金 15,390,432 15,390,432

  本年度差額 796,801 796,801

  固定資産等の変動（内部変動） 2,502,031 -2,502,031

    有形固定資産等の増加 5,866,006 -5,866,006

    有形固定資産等の減少 -3,315,491 3,315,491

    貸付金・基金等の増加 2,055,468 -2,055,468

    貸付金・基金等の減少 -2,103,952 2,103,952

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 12,886 12,886

  その他 32,320 -184,061 216,381

  本年度純資産変動額 842,007 2,330,856 -1,488,849

本年度末純資産残高 52,840,923 100,068,229 -47,227,306

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：北茨城市

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 66,349

本年度歳計外現金増減額 -3,714

本年度末歳計外現金残高 62,636

本年度末現金預金残高 3,531,821

    その他の収入 -

財務活動収支 752,281

本年度資金収支額 649,903

前年度末資金残高 2,819,283

本年度末資金残高 3,469,185

  財務活動支出 2,700,223

    地方債償還支出 2,654,923

    その他の支出 45,299

  財務活動収入 3,452,504

    地方債発行収入 3,452,504

    貸付金元金回収収入 13,981

    資産売却収入 1,436

    その他の収入 120,673

投資活動収支 -3,153,695

【財務活動収支】

    貸付金支出 9,000

    その他の支出 11,247

  投資活動収入 1,924,466

    国県等補助金収入 846,893

    基金取崩収入 941,483

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,078,161

    公共施設等整備費支出 4,252,071

    基金積立金支出 737,128

    投資及び出資金支出 68,715

  臨時支出 173,431

    災害復旧事業費支出 170,608

    その他の支出 2,823

  臨時収入 18,795

業務活動収支 3,051,316

  業務収入 37,959,884

    税収等収入 18,747,637

    国県等補助金収入 14,301,342

    使用料及び手数料収入 4,217,962

    その他の収入 692,944

    移転費用支出 22,906,953

      補助金等支出 19,282,122

      社会保障給付支出 3,544,161

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 80,669

    業務費用支出 11,846,980

      人件費支出 5,255,919

      物件費等支出 6,004,307

      支払利息支出 253,284

      その他の支出 333,470

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 34,753,932


