
【様式第1号】

自治体名：那珂川市
会計：全体会計 （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 70,811,757,211   固定負債 20,707,446,148 

    有形固定資産 61,448,753,190     地方債等 15,992,593,197 

      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 3,648,024,951 

        建物減価償却累計額 12,716,101,441△   流動負債 1,761,183,400 

        工作物 335,351,942     １年内償還予定地方債等 1,484,662,932 

        工作物減価償却累計額 134,133,184△     未払金 59,685,864 

        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 162,902,927 

        航空機 -     預り金 21,343,940 

        航空機減価償却累計額 -     その他 32,587,737 

        その他 - 負債合計 22,468,629,548 

        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 72,475,754,202 

      インフラ資産 37,495,481,410   余剰分（不足分） 20,884,714,400△ 

        土地 19,016,754,326   他団体出資等分 - 

        建物 144,959,310 

        建物減価償却累計額 79,702,682△ 

        工作物 47,059,877,254 

        工作物減価償却累計額 28,768,132,298△ 

        その他 - 

        その他減価償却累計額 - 

        建設仮勘定 121,725,500 

      物品 1,155,614,763 

      物品減価償却累計額 632,050,268△ 

    無形固定資産 1,107,427,333 

      ソフトウェア - 

      その他 1,107,427,333 

    投資その他の資産 8,255,576,688 

      投資及び出資金 829,749,672 

        有価証券 100,000 

        出資金 829,649,672 

        その他 - 

      長期延滞債権 441,676,703 

      長期貸付金 - 

      基金 7,025,508,252 

        減債基金 1,525,844,112 

        その他 5,499,664,140 

      その他 - 

      徴収不能引当金 41,357,939△ 

  流動資産 3,247,912,139 

    現金預金 1,217,715,082 

    未収金 397,005,170 

    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 4,400,000 

    徴収不能引当金 35,205,104△ 

    繰延資産 - 純資産合計 51,591,039,802 

資産合計 74,059,669,350 負債及び純資産合計 74,059,669,350 

全体貸借対照表
（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：全体会計 （単位：円）

25,402,901,488 

10,187,923,117 

2,449,487,291 

2,003,607,806 

161,521,206 

148,476,314 

135,881,965 

7,315,687,786 

5,182,545,680 

591,522,463 

1,541,619,643 

- 

422,748,040 

160,458,894 

54,504,809 

207,784,337 

15,214,978,371 

10,533,115,027 

4,476,398,387 

205,464,957 

1,527,049,569 

1,004,415,553 

522,634,016 

23,875,851,919 

178,649,057 

169,944,327 

8,704,730 

- 

- 

66,968,590 

7,952,686 

59,015,904 

23,987,532,386 

  経常費用

全体行政コスト計算書
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

      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

    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：全体会計 （単位：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 52,383,868,106 72,419,374,218 20,035,506,112△ - 

  純行政コスト（△） 23,987,532,386△ 23,987,532,386△ - 

  財源 22,901,085,721 22,901,085,721 - 

    税収等 13,537,428,448 13,537,428,448 - 

    国県等補助金 9,363,657,273 9,363,657,273 - 

  本年度差額 1,086,446,665△ 1,086,446,665△ - 

  固定資産等の変動（内部変動） 153,615,376△ 153,615,376 

    有形固定資産等の増加 1,535,440,800 1,535,440,800△ 

    有形固定資産等の減少 1,541,619,646△ 1,541,619,646 

    貸付金・基金等の増加 1,812,633,943 1,812,633,943△ 

    貸付金・基金等の減少 1,960,070,473△ 1,960,070,473 

  資産評価差額 - - 

  無償所管換等 - - 

  他団体出資等分の増加 - - 

  他団体出資等分の減少 - - 

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - - 

  その他 293,618,361 209,995,360 83,623,001 

  本年度純資産変動額 792,828,304△ 56,379,984 849,208,288△ - 

本年度末純資産残高 51,591,039,802 72,475,754,202 20,884,714,400△ - 

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

23,855,145,976 

8,640,167,605 

2,403,754,962 

5,892,595,262 

160,458,894 

183,358,487 

15,214,978,371 

10,533,115,027 

4,476,398,387 

205,464,957 

24,298,925,368 

13,529,175,566 

9,241,891,950 

1,004,714,964 

523,142,888 

178,649,054 

169,944,327 

8,704,727 

135,154,955 

400,285,293 

2,851,725,968 

1,535,440,800 

1,269,849,168 

6,436,000 

40,000,000 

- 

1,488,294,557 

64,491,000 

1,375,750,871 

40,100,000 

7,952,686 

- 

1,363,431,411△ 

1,454,523,089 

1,454,229,436 

293,653 

2,421,267,390 

2,388,386,000 

32,881,390 

966,744,301 

3,598,183 

1,193,590,441 

- 

1,197,188,624 

23,706,919 

3,180,461△ 

20,526,458 

1,217,715,082 

      その他の支出

全体資金収支計算書
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

      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

本年度歳計外現金増減額

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

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高


