
【様式第1号】

自治体名：北茨城市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 93,796,220   固定負債 40,686,702

    有形固定資産 86,921,988     地方債 32,272,247

      事業用資産 42,817,961     長期未払金 -

        土地 17,180,023     退職手当引当金 4,080,949

        立木竹 -     損失補償等引当金 8,653

        建物 43,211,359     その他 4,324,853

        建物減価償却累計額 -20,259,842   流動負債 3,434,141

        工作物 4,663,002     １年内償還予定地方債 2,845,914

        工作物減価償却累計額 -3,387,873     未払金 181,544

        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 302,066

        航空機 -     預り金 66,349

        航空機減価償却累計額 -     その他 38,268

        その他 - 負債合計 44,120,843

        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 95,105,068

      インフラ資産 41,797,923   余剰分（不足分） -40,594,838

        土地 4,785,395

        建物 7,150,062

        建物減価償却累計額 -3,307,935

        工作物 71,251,346

        工作物減価償却累計額 -41,755,896

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,674,953

      物品 10,545,869

      物品減価償却累計額 -8,239,766

    無形固定資産 1,483,464

      ソフトウェア 11,430

      その他 1,472,034

    投資その他の資産 5,390,768

      投資及び出資金 1,696,080

        有価証券 -

        出資金 101,420

        その他 1,594,660

      投資損失引当金 -506,954

      長期延滞債権 515,305

      長期貸付金 704,425

      基金 2,754,675

        減債基金 -

        その他 2,754,675

      その他 270,851

      徴収不能引当金 -43,614

  流動資産 4,834,852

    現金預金 2,885,632

    未収金 645,672

    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 5,616

    その他 6,796

    徴収不能引当金 -17,711 純資産合計 54,510,229

資産合計 98,631,072 負債及び純資産合計 98,631,072

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：全体会計 （単位：千円）

    その他 57,398

純行政コスト 26,653,322

    その他 43,009

  臨時利益 65,920

    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 26,593,641

  臨時損失 125,600

    災害復旧事業費 81,759

  経常収益 4,741,600

    使用料及び手数料 4,201,537

    その他 540,063

      社会保障給付 3,554,871

      他会計への繰出金 -

      その他 79,458

        その他 251,280

    移転費用 17,213,034

      補助金等 13,578,705

      その他の業務費用 558,300

        支払利息 274,685

        徴収不能引当金繰入額 32,334

        維持補修費 704,760

        減価償却費 3,145,725

        その他 -

        その他 974,072

      物件費等 8,662,765

        物件費 4,812,280

        職員給与費 3,777,472

        賞与等引当金繰入額 290,011

        退職手当引当金繰入額 -140,413

  経常費用 31,335,241

    業務費用 14,122,207

      人件費 4,901,143

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：全体会計 （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 54,303,526 94,830,630 -40,527,104

  純行政コスト（△） -26,653,322 -26,653,322

  財源 26,720,957 26,720,957

    税収等 17,325,131 17,325,131

    国県等補助金 9,395,826 9,395,826

  本年度差額 67,635 67,635

  固定資産等の変動（内部変動） 178,764 -178,764

    有形固定資産等の増加 4,314,086 -4,314,086

    有形固定資産等の減少 -3,180,592 3,180,592

    貸付金・基金等の増加 876,268 -876,268

    貸付金・基金等の減少 -1,830,998 1,830,998

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 108,331 108,331

  その他 30,737 -12,658 43,394

  本年度純資産変動額 206,703 274,438 -67,735

本年度末純資産残高 54,510,229 95,105,068 -40,594,838

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：全体会計 （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 2,885,632

    その他の収入 748,552

財務活動収支 408,606

本年度資金収支額 2,410,677

前年度末資金残高 -

本年度末資金残高 2,819,283

  財務活動支出 2,439,871

    地方債償還支出 55,522

    その他の支出 3,243,945

  財務活動収入 3,243,945

    地方債発行収入 -

    貸付金元金回収収入 26,658

    資産売却収入 137,186

    その他の収入 -2,304,730

投資活動収支

【財務活動収支】 2495393

    貸付金支出 18,917

    その他の支出 2,498,278

  投資活動収入 900,064

    国県等補助金収入 1,420,813

    基金取崩収入 13,558

【投資活動収支】 4803007

  投資活動支出 4,312,385

    公共施設等整備費支出 395,562

    基金積立金支出 68,143

    投資及び出資金支出 8,000

  臨時支出 81,759

    災害復旧事業費支出 43,009

    その他の支出 2,150

  臨時収入 1,964,784

業務活動収支

  業務収入 17,220,726

    税収等収入 8,358,373

    国県等補助金収入 4,263,646

    使用料及び手数料収入 532,367

    その他の収入 124,768

    移転費用支出 17,213,034

      補助金等支出 13,578,705

      社会保障給付支出 3,554,871

      他会計への繰出支出 79,458

      その他の支出 30,375,112

    業務費用支出 11,074,677

      人件費支出 5,049,743

      物件費等支出 5,508,753

      支払利息支出 274,685

      その他の支出 241,495

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 28,287,711


