
【様式第1号】

自治体名：北茨城市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 71,292,525   固定負債 25,127,615

    有形固定資産 65,711,483     地方債 20,406,804

      事業用資産 37,500,650     長期未払金 -

        土地 17,090,873     退職手当引当金 3,921,003

        立木竹 -     損失補償等引当金 8,653

        建物 37,348,485     その他 791,156

        建物減価償却累計額 -19,498,357   流動負債 2,167,925

        工作物 4,437,012     １年内償還予定地方債 1,893,566

        工作物減価償却累計額 -3,288,655     未払金 14,694

        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 193,316

        航空機 -     預り金 66,349

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 27,295,540

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,411,292   固定資産等形成分 72,601,373

      インフラ資産 27,626,378   余剰分（不足分） -25,819,916

        土地 4,373,108

        建物 2,656,032

        建物減価償却累計額 -1,609,980

        工作物 52,745,664

        工作物減価償却累計額 -32,958,138

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,419,693

      物品 3,247,003

      物品減価償却累計額 -2,662,549

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 5,581,042

      投資及び出資金 5,414,680

        有価証券 -

        出資金 101,420

        その他 5,313,259

      投資損失引当金 -3,067,717

      長期延滞債権 293,546

      長期貸付金 645,005

      基金 2,313,180

        減債基金 -

        その他 2,313,180

      その他 -

      徴収不能引当金 -17,653

  流動資産 2,784,472

    現金預金 1,410,081

    未収金 73,362

    短期貸付金 5,885

    基金 1,302,963

      財政調整基金 1,151,111

      減債基金 151,852

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,819 純資産合計 46,781,456

資産合計 74,076,997 負債及び純資産合計 74,076,997

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：北茨城市

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 79,387

純行政コスト 18,676,363

    その他 -

  臨時利益 87,908

    資産売却益 8,522

    資産除売却損 833

    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 18,681,680

  臨時損失 82,592

    災害復旧事業費 81,759

  経常収益 814,439

    使用料及び手数料 428,387

    その他 386,052

      社会保障給付 3,549,656

      他会計への繰出金 1,522,102

      その他 15,165

        その他 80,867

    移転費用 10,426,898

      補助金等 5,339,975

      その他の業務費用 198,435

        支払利息 111,015

        徴収不能引当金繰入額 6,552

        維持補修費 570,633

        減価償却費 2,227,772

        その他 -

        その他 206,747

      物件費等 6,050,799

        物件費 3,252,394

        職員給与費 2,556,491

        賞与等引当金繰入額 193,316

        退職手当引当金繰入額 -136,567

  経常費用 19,496,119

    業務費用 9,069,221

      人件費 2,819,988

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：北茨城市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 46,710,734 72,451,382 -25,740,648

  純行政コスト（△） -18,676,363 -18,676,363

  財源 18,644,812 18,644,812

    税収等 14,277,858 14,277,858

    国県等補助金 4,366,954 4,366,954

  本年度差額 -31,550 -31,550

  固定資産等の変動（内部変動） 46,134 -46,134

    有形固定資産等の増加 3,131,549 -3,131,549

    有形固定資産等の減少 -2,260,906 2,260,906

    貸付金・基金等の増加 763,705 -763,705

    貸付金・基金等の減少 -1,588,214 1,588,214

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 103,857 103,857

  その他 -1,583 - -1,583

  本年度純資産変動額 70,723 149,991 -79,268

本年度末純資産残高 46,781,456 72,601,373 -25,819,916

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：北茨城市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 66,895

本年度歳計外現金増減額 -546

本年度末歳計外現金残高 66,349

本年度末現金預金残高 1,410,081

    その他の収入 -

財務活動収支 726,442

本年度資金収支額 506,570

前年度末資金残高 837,162

本年度末資金残高 1,343,732

  財務活動支出 1,796,503

    地方債償還支出 1,740,981

    その他の支出 55,522

  財務活動収入 2,522,945

    地方債発行収入 2,522,945

    貸付金元金回収収入 313,558

    資産売却収入 26,658

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,340,857

【財務活動収支】

    貸付金支出 308,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,474,675

    国県等補助金収入 865,751

    基金取崩収入 1,268,709

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,815,532

    公共施設等整備費支出 3,127,505

    基金積立金支出 303,701

    投資及び出資金支出 76,326

  臨時支出 81,759

    災害復旧事業費支出 81,759

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,120,985

  業務収入 18,586,328

    税収等収入 14,277,445

    国県等補助金収入 3,501,203

    使用料及び手数料収入 425,620

    その他の収入 382,060

    移転費用支出 10,426,898

      補助金等支出 5,339,975

      社会保障給付支出 3,549,656

      他会計への繰出支出 1,522,102

      その他の支出 15,165

    業務費用支出 6,956,686

      人件費支出 2,955,943

      物件費等支出 3,808,862

      支払利息支出 111,015

      その他の支出 80,867

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 17,383,584


