
【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 70,428,568,811   固定負債 21,210,142,804 

    有形固定資産 62,007,830,892     地方債等 16,726,283,921 

      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 3,406,194,883 

        建物減価償却累計額 13,573,167,734△   流動負債 1,912,962,710 

        工作物 902,887,180     １年内償還予定地方債等 1,583,380,197 

        工作物減価償却累計額 162,421,081△     未払金 144,908,235 

        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 140,425,238 

        航空機 -     預り金 44,249,040 

        航空機減価償却累計額 -     その他 - 

        その他 2,643,200 負債合計 23,123,105,514 

        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 72,179,638,241 

      インフラ資産 36,325,356,139   余剰分（不足分） 20,847,382,845△ 

        土地 19,020,940,151   他団体出資等分 - 

        建物 144,959,310 

        建物減価償却累計額 86,796,586△ 

        工作物 47,661,543,485 

        工作物減価償却累計額 30,633,729,409△ 

        その他 - 

        その他減価償却累計額 - 

        建設仮勘定 218,439,188 

      物品 1,540,741,161 

      物品減価償却累計額 828,547,698△ 

    無形固定資産 1,193,301,881 

      ソフトウェア 80,440,800 

      その他 1,112,861,081 

    投資その他の資産 7,227,436,038 

      投資及び出資金 843,487,672 

        有価証券 100,000 

        出資金 843,387,672 

        その他 - 

      長期延滞債権 346,202,484 

      長期貸付金 - 

      基金 6,074,027,922 

        減債基金 1,352,164,386 

        その他 4,721,863,536 

      その他 - 

      徴収不能引当金 36,282,040△ 

  流動資産 4,026,792,099 

    現金預金 1,896,670,828 

    未収金 412,057,570 

    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 33,005,729△ 

    繰延資産 - 純資産合計 51,332,255,396 

資産合計 74,455,360,910 負債及び純資産合計 74,455,360,910 

全体貸借対照表
（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：全体会計 （単位：円）

27,201,821,687 

9,668,356,023 

3,026,723,451 

2,522,673,282 

139,024,051 

123,582,380 

241,443,738 

6,359,401,575 

4,544,419,044 

195,713,039 

1,619,269,492 

- 

282,230,997 

124,196,444 

48,380,999 

109,653,554 

17,533,465,664 

12,823,321,187 

4,642,868,270 

67,276,207 

1,289,795,753 

1,013,918,349 

275,877,404 

25,912,025,934 

160,339,047 

115,822,792 

44,516,255 

- 

- 

31,800,990 

7,278,266 

24,522,724 

26,040,563,991 

  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

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

      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

全体行政コスト計算書
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：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 50,369,227,809 71,712,901,273 21,343,673,464△ - 

  純行政コスト（△） 26,040,563,991△ 26,040,563,991△ - 

  財源 27,036,506,570 27,036,506,570 - 

    税収等 14,067,123,063 14,067,123,063 - 

    国県等補助金 12,969,383,507 12,969,383,507 - 

  本年度差額 995,942,579 995,942,579 - 

  固定資産等の変動（内部変動） 732,148,356 732,148,356△ 

    有形固定資産等の増加 2,375,118,509 2,375,118,509△ 

    有形固定資産等の減少 1,913,939,426△ 1,913,939,426 

    貸付金・基金等の増加 1,449,463,733 1,449,463,733△ 

    貸付金・基金等の減少 1,178,494,460△ 1,178,494,460 

  資産評価差額 - - 

  無償所管換等 162,676,747△ 162,676,747△ 

  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 129,761,755 102,734,641△ 232,496,396 

  本年度純資産変動額 963,027,587 466,736,968 496,290,619 - 

本年度末純資産残高 51,332,255,396 72,179,638,241 20,847,382,845△ - 

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

25,640,382,769 

8,106,917,105 

3,038,962,835 

4,837,830,161 

124,196,444 

105,927,665 

17,533,465,664 

12,823,321,187 

4,642,868,270 

67,276,207 

28,111,280,540 

14,254,249,213 

12,487,430,127 

1,083,375,283 

286,225,917 

151,166,892 

115,822,792 

35,344,100 

17,219,296 

2,336,950,175 

3,413,045,015 

2,354,794,320 

1,010,876,695 

7,374,000 

40,000,000 

- 

1,509,292,072 

464,734,084 

703,648,921 

40,000,000 

292,776,045 

8,133,022 

1,903,752,943△ 

2,123,147,335 

2,123,147,335 

- 

2,140,375,000 

2,140,375,000 

- 

17,227,665 

450,424,897 

1,402,267,334 

- 

1,852,692,231 

59,319,445 

15,340,848△ 

43,978,597 

1,896,670,828 

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

    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

      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

全体資金収支計算書
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


