
【様式第1号】

自治体名：那珂川市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 59,768,588,317   固定負債 12,894,921,533 

    有形固定資産 52,054,330,141     地方債 11,828,093,533 

      事業用資産 23,429,707,285     長期未払金 - 

        土地 14,208,983,576     退職手当引当金 1,066,828,000 

        立木竹 -     損失補償等引当金 - 

        建物 21,663,836,392     その他 - 

        建物減価償却累計額 12,716,101,441△   流動負債 1,403,413,170 

        工作物 335,351,942     １年内償還予定地方債 1,230,987,593 

        工作物減価償却累計額 134,133,184△     未払金 323,020 

        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 151,576,099 

        航空機 -     預り金 20,526,458 

        航空機減価償却累計額 -     その他 - 

        その他 - 負債合計 14,298,334,703 

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 71,770,000   固定資産等形成分 61,432,585,308 

      インフラ資産 28,409,828,652   余剰分（不足分） 13,879,303,268△ 

        土地 18,922,411,543 

        建物 144,959,310 

        建物減価償却累計額 79,702,682△ 

        工作物 32,092,415,896 

        工作物減価償却累計額 22,670,255,415△ 

        その他 - 

        その他減価償却累計額 - 

        建設仮勘定 - 

      物品 629,482,417 

      物品減価償却累計額 414,688,213△ 

    無形固定資産 - 

      ソフトウェア - 

      その他 - 

    投資その他の資産 7,714,258,176 

      投資及び出資金 828,629,672 

        有価証券 100,000 

        出資金 828,529,672 

        その他 - 

      投資損失引当金 - 

      長期延滞債権 174,372,417 

      長期貸付金 - 

      基金 6,723,757,987 

        減債基金 1,525,844,112 

        その他 5,197,913,875 

      その他 - 

      徴収不能引当金 12,501,900△ 

  流動資産 2,083,028,426 

    現金預金 359,450,495 

    未収金 64,957,632 

    短期貸付金 - 

    基金 1,663,996,991 

      財政調整基金 1,663,996,991 

      減債基金 - 

    棚卸資産 - 

    その他 - 

    徴収不能引当金 5,376,692△ 純資産合計 47,553,282,040 

資産合計 61,851,616,743 負債及び純資産合計 61,851,616,743 

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：那珂川市
会計：一般会計等 （単位：円）

16,966,899,239 

9,226,762,581 

2,332,548,098 

1,901,606,357 

151,576,099 

148,476,314 

130,889,328 

6,631,270,995 

4,876,713,230 

557,955,430 

1,196,602,335 

- 

262,943,488 

82,378,322 

17,878,592 

162,686,574 

7,740,136,658 

1,950,034,579 

4,468,382,409 

1,116,254,713 

205,464,957 

723,645,289 

226,274,489 

497,370,800 

16,243,253,950 

178,649,057 

169,944,327 

8,704,730 

- 

- 

- 

7,952,686 

7,952,686 

- 

16,413,950,321 

  経常費用

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

      その他の業務費用

    業務費用

      人件費

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

      物件費等

        物件費

        維持補修費

        減価償却費

        その他

純経常行政コスト

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        その他

    移転費用

      補助金等

      社会保障給付

      他会計への繰出金

      その他

  経常収益

    使用料及び手数料

    その他

  臨時利益

    資産売却益

    その他

純行政コスト

  臨時損失

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    投資損失引当金繰入額

    損失補償等引当金繰入額

    その他



【様式第3号】

自治体名：那珂川市

会計：一般会計等 （単位：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 48,483,401,405 61,307,240,255 12,823,838,850△ 

  純行政コスト（△） 16,413,950,321△ 16,413,950,321△ 

  財源 15,329,423,266 15,329,423,266 

    税収等 10,637,058,150 10,637,058,150 

    国県等補助金 4,692,365,116 4,692,365,116 

  本年度差額 1,084,527,055△ 1,084,527,055△ 

  固定資産等の変動（内部変動） 5,385,153△ 5,385,153 

    有形固定資産等の増加 1,365,028,687 1,365,028,687△ 

    有形固定資産等の減少 1,196,602,338△ 1,196,602,338 

    貸付金・基金等の増加 1,415,272,611 1,415,272,611△ 

    貸付金・基金等の減少 1,589,084,113△ 1,589,084,113 

  資産評価差額 - - 

  無償所管換等 - - 

  その他 154,407,690 130,730,206 23,677,484 

  本年度純資産変動額 930,119,365△ 125,345,053 1,055,464,418△ 

本年度末純資産残高 47,553,282,040 61,432,585,308 13,879,303,268△ 

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：那珂川市

会計：一般会計等 （単位：円）

15,731,274,074 

7,991,137,416 

2,288,790,411 

5,457,797,122 

82,378,322 

162,171,561 

7,740,136,658 

1,950,034,579 

4,468,382,409 

1,116,254,713 

205,464,957 

15,918,267,626 

10,624,481,294 

4,570,599,793 

225,827,739 

497,358,800 

178,649,054 

169,944,327 

8,704,727 

76,139,051 

84,483,549 

2,588,425,855 

1,365,028,687 

1,176,961,168 

6,436,000 

40,000,000 

- 

1,469,761,557 

45,958,000 

1,375,750,871 

40,100,000 

7,952,686 

- 

1,118,664,298△ 

1,205,647,067 

1,205,647,067 

- 

2,239,186,000 

2,239,186,000 

- 

1,033,538,933 

641,816△ 

339,565,853 

338,924,037 

23,706,919 

3,180,461△ 

20,526,458 

359,450,495 

      その他の支出

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

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

    災害復旧事業費支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      他会計への繰出支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    国県等補助金収入

    その他の支出

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    その他の収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債等発行収入

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額


