
【様式第1号】

自治体名：北茨城市

会計：連結会計 （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 95,450,348   固定負債 42,190,123

    有形固定資産 87,806,703     地方債等 32,730,120

      事業用資産 42,973,971     長期未払金 -

        土地 17,222,682     退職手当引当金 4,341,082

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 5,118,921

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,240,742

        建物 43,381,874     １年内償還予定地方債等 2,921,852

        建物減価償却累計額 -20,358,633     未払金 193,558

        建物減損損失累計額 -     未払費用 3,826

        工作物 4,663,002     前受金 23,302

        工作物減価償却累計額 -3,387,873     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 313,881

        船舶 -     預り金 740,933

        船舶減価償却累計額 -     その他 43,390

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 46,430,865

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 96,845,447

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -39,824,621

        航空機 -   他団体出資等分 146,649

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,452,919

      インフラ資産 42,474,195

        土地 4,965,070

        土地減損損失累計額 -

        建物 7,320,623

        建物減価償却累計額 -3,402,400

        建物減損損失累計額 -

        工作物 72,278,992

        工作物減価償却累計額 -42,363,043

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 3,674,953

      物品 11,310,103

      物品減価償却累計額 -8,951,565

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,414,346

      ソフトウェア 11,430

      その他 3,402,916

    投資その他の資産 4,229,299

      投資及び出資金 65,777

        有価証券 -

        出資金 61,320

        その他 4,456

      長期延滞債権 516,884

      長期貸付金 87,544

      基金 3,330,764

        減債基金 -

        その他 3,330,764

      その他 272,091

      徴収不能引当金 -43,761

  流動資産 8,147,993

    現金預金 6,064,325

    未収金 674,476

    短期貸付金 5,885

    基金 1,389,215

      財政調整基金 1,237,363

      減債基金 151,852

    棚卸資産 13,389

    その他 18,476

    徴収不能引当金 -17,772

  繰延資産 - 純資産合計 57,167,476

資産合計 103,598,341 負債及び純資産合計 103,598,341

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 36,691,488

    業務費用 14,794,395

      人件費 5,253,042

        職員給与費 4,097,622

        賞与等引当金繰入額 292,266

        退職手当引当金繰入額 -119,380

        その他 982,535

      物件費等 8,841,365

        物件費 4,888,679

        維持補修費 717,573

        減価償却費 3,223,087

        その他 12,026

      その他の業務費用 699,989

        支払利息 286,242

        徴収不能引当金繰入額 32,709

        その他 381,037

    移転費用 21,897,092

      補助金等 18,172,697

      社会保障給付 3,550,661

      その他 173,734

  経常収益 5,188,955

    使用料及び手数料 4,276,520

    その他 912,435

純経常行政コスト 31,502,532

  臨時損失 130,199

    災害復旧事業費 81,759

    資産除売却損 833

    損失補償等引当金繰入額 4,593

    その他 43,014

  臨時利益 19,405

    資産売却益 8,522

    その他 10,884

純行政コスト 31,613,326



【様式第3号】

自治体名：北茨城市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 55,068,994 96,273,328 -41,366,298 161,964

  純行政コスト（△） -31,613,326 -31,595,352 -17,974

  財源 33,518,354 33,515,632 2,722

    税収等 21,598,874 21,598,738 135

    国県等補助金 11,919,481 11,916,894 2,587

  本年度差額 1,905,028 1,920,281 -15,252

  固定資産等の変動（内部変動） 386,586 -386,586

    有形固定資産等の増加 4,359,519 -4,359,519

    有形固定資産等の減少 -3,258,052 3,258,052

    貸付金・基金等の増加 1,209,162 -1,209,162

    貸付金・基金等の減少 -1,924,043 1,924,043

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 108,353 108,353

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 62 -62

  比例連結割合変更に伴う差額 59,320 157,881 -98,561 -

  その他 25,781 -80,701 106,482

  本年度純資産変動額 2,098,483 572,120 1,541,678 -15,315

本年度末純資産残高 57,167,476 96,845,447 -39,824,621 146,649

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 33,556,648

    業務費用支出 11,650,195

      人件費支出 5,406,204

      物件費等支出 5,614,708

      支払利息支出 286,242

      その他の支出 343,041

    移転費用支出 21,906,453

      補助金等支出 18,172,875

      社会保障給付支出 3,550,661

      その他の支出 182,917

  業務収入 35,691,231

    税収等収入 19,609,317

    国県等補助金収入 10,867,794

    使用料及び手数料収入 4,339,000

    その他の収入 875,120

  臨時支出 124,768

    災害復旧事業費支出 81,759

    その他の支出 43,009

  臨時収入 2,150

業務活動収支 2,011,965

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,111,566

    公共施設等整備費支出 4,357,578

    基金積立金支出 726,969

    投資及び出資金支出 103

    貸付金支出 8,000

    その他の支出 18,917

  投資活動収入 4,416,404

    国県等補助金収入 900,064

    基金取崩収入 1,466,231

    貸付金元金回収収入 13,558

    資産売却収入 26,658

    その他の収入 2,009,893

投資活動収支 -695,163

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,554,445

    地方債等償還支出 2,525,108

    その他の支出 29,338

  財務活動収入 3,275,553

    地方債等発行収入 3,275,107

    その他の収入 446

前年度末歳計外現金残高 66,896

本年度歳計外現金増減額 673,363

本年度末歳計外現金残高 740,259

本年度末現金預金残高 6,064,325

財務活動収支 721,108

本年度資金収支額 2,037,910

前年度末資金残高 3,269,817

比例連結割合変更に伴う差額 16,339

本年度末資金残高 5,324,066


