
【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 59,618,969,059   固定負債 13,775,768,391 

    有形固定資産 52,831,453,401     地方債 12,698,104,391 

      事業用資産 24,970,281,290     長期未払金 - 

        土地 14,174,474,128     退職手当引当金 1,077,664,000 

        立木竹 -     損失補償等引当金 - 

        建物 23,625,275,283     その他 - 

        建物減価償却累計額 13,573,167,734△   流動負債 1,480,209,103 

        工作物 902,887,180     １年内償還予定地方債 1,306,694,312 

        工作物減価償却累計額 162,421,081△     未払金 416,803 

        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 129,119,391 

        航空機 -     預り金 43,978,597 

        航空機減価償却累計額 -     その他 - 

        その他 2,643,200 負債合計 15,255,977,494 

        その他減価償却累計額 2,055,186△ 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,645,500   固定資産等形成分 61,370,038,489 

      インフラ資産 27,471,360,216   余剰分（不足分） 14,442,650,405△ 

        土地 18,922,411,543 

        建物 144,959,310 

        建物減価償却累計額 86,796,586△ 

        工作物 32,384,261,179 

        工作物減価償却累計額 23,947,139,730△ 

        その他 - 

        その他減価償却累計額 - 

        建設仮勘定 53,664,500 

      物品 956,839,846 

      物品減価償却累計額 567,027,951△ 

    無形固定資産 76,942,800 

      ソフトウェア 76,942,800 

      その他 - 

    投資その他の資産 6,710,572,858 

      投資及び出資金 842,367,672 

        有価証券 100,000 

        出資金 842,267,672 

        その他 - 

      投資損失引当金 - 

      長期延滞債権 157,130,068 

      長期貸付金 - 

      基金 5,721,144,342 

        減債基金 1,352,164,386 

        その他 4,368,979,956 

      その他 - 

      徴収不能引当金 10,069,224△ 

  流動資産 2,564,396,519 

    現金預金 754,654,155 

    未収金 62,664,973 

    短期貸付金 - 

    基金 1,751,069,430 

      財政調整基金 1,751,069,430 

      減債基金 - 

    棚卸資産 - 

    その他 - 

    徴収不能引当金 3,992,039△ 純資産合計 46,927,388,084 

資産合計 62,183,365,578 負債及び純資産合計 62,183,365,578 

貸借対照表
（令和4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）

18,652,462,946 

8,671,265,018 

2,844,795,009 

2,353,034,582 

129,119,391 

123,582,380 

239,058,656 

5,682,188,658 

4,270,697,445 

144,508,039 

1,266,983,174 

- 

144,281,351 

59,538,045 

14,061,263 

70,682,043 

9,981,197,928 

4,059,545,922 

4,635,507,108 

1,285,450,764 

694,134 

460,231,118 

222,042,785 

238,188,333 

18,192,231,828 

160,339,047 

115,822,792 

44,516,255 

- 

- 

- 

7,278,266 

7,278,266 

- 

18,345,292,609 

  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

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

      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

  経常費用

行政コスト計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目名 金額



【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 46,134,186,816 60,719,194,508 14,585,007,692△ 

  純行政コスト（△） 18,345,292,609△ 18,345,292,609△ 

  財源 19,310,929,038 19,310,929,038 

    税収等 11,052,620,712 11,052,620,712 

    国県等補助金 8,258,308,326 8,258,308,326 

  本年度差額 965,636,429 965,636,429 

  固定資産等の変動（内部変動） 811,620,775 811,620,775△ 

    有形固定資産等の増加 2,133,168,735 2,133,168,735△ 

    有形固定資産等の減少 1,561,653,108△ 1,561,653,108 

    貸付金・基金等の増加 1,176,491,397 1,176,491,397△ 

    貸付金・基金等の減少 936,386,249△ 936,386,249 

  資産評価差額 - - 

  無償所管換等 162,676,747△ 162,676,747△ 

  その他 9,758,414△ 1,899,953 11,658,367△ 

  本年度純資産変動額 793,201,268 650,843,981 142,357,287 

本年度末純資産残高 46,927,388,084 61,370,038,489 14,442,650,405△ 

純資産変動計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4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）

17,387,128,815 

7,405,930,887 

2,859,320,045 

4,415,205,484 

59,538,045 

71,867,313 

9,981,197,928 

4,059,545,922 

4,635,507,108 

1,285,450,764 

694,134 

19,476,490,052 

11,249,108,628 

7,776,948,946 

221,942,097 

228,490,381 

151,166,892 

115,822,792 

35,344,100 

17,219,296 

1,955,413,641 

3,141,419,430 

2,133,168,735 

960,876,695 

7,374,000 

40,000,000 

- 

1,501,427,072 

464,140,084 

703,648,921 

40,000,000 

292,776,045 

862,022 

1,639,992,358△ 

1,856,147,998 

1,856,147,998 

- 

1,960,575,000 

1,960,575,000 

- 

104,427,002 

419,848,285 

290,827,273 

710,675,558 

59,319,445 

15,340,848△ 

43,978,597 

754,654,155 

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

    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

    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

    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

      その他の支出

資金収支計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4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


