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【様式第1号】

自治体名：茨城県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産   固定負債 2,239,871

    有形固定資産     地方債 1,992,979

      事業用資産     長期未払金 142

        土地     退職手当引当金 245,916

        立木竹     損失補償等引当金 833

        建物     その他 -

        建物減価償却累計額   流動負債 250,050

        工作物     １年内償還予定地方債 224,279

        工作物減価償却累計額     未払金 3

        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 19,844

        航空機     預り金 5,923

        航空機減価償却累計額     その他 -

        その他 負債合計 2,489,920

        その他減価償却累計額 【純資産の部】

        建設仮勘定   固定資産等形成分 2,581,481

      インフラ資産   余剰分（不足分） -2,363,742

        土地

        建物

        建物減価償却累計額

        工作物

        工作物減価償却累計額

        その他

        その他減価償却累計額

        建設仮勘定

      物品

      物品減価償却累計額

    無形固定資産

      ソフトウェア

      その他

    投資その他の資産

      投資及び出資金

        有価証券

        出資金

        その他

      投資損失引当金

      長期延滞債権

      長期貸付金

      基金

        減債基金

        その他

      その他

      徴収不能引当金

  流動資産

    現金預金

    未収金

    短期貸付金

    基金

      財政調整基金

      減債基金

    棚卸資産

    その他

    徴収不能引当金 純資産合計 217,739

資産合計 負債及び純資産合計 2,707,660

1,995

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）
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-
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55
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-
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-
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-

-300
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2,951
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77,858

30,616

47,242
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【様式第2号】

自治体名：茨城県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

  経常費用 993,912

    業務費用 568,062

科目名 金額

        賞与等引当金繰入額 19,844

        退職手当引当金繰入額 20,918

      人件費 313,161

        職員給与費 264,141

        物件費 114,700

        維持補修費 68,814

        その他 8,258

      物件費等 237,781

      その他の業務費用 17,120

        支払利息 9,485

        減価償却費 54,267

        その他 -

    移転費用 425,850

      補助金等 384,158

        徴収不能引当金繰入額 471

        その他 7,164

      その他 2,846

  経常収益 37,361

      社会保障給付 13,821

      他会計への繰出金 25,025

純経常行政コスト 956,551

  臨時損失 7,380

    使用料及び手数料 16,968

    その他 20,393

362

    災害復旧事業費 6,191

    資産除売却損 504

純行政コスト 963,811

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

    資産売却益 119

    その他 1

    その他 324

  臨時利益 120

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額
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【様式第3号】

自治体名：茨城県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 225,016 2,597,426 -2,372,410

  純行政コスト（△） -963,811 -963,811

  財源 955,668 955,668

    税収等 679,682 679,682

    国県等補助金 275,986 275,986

  本年度差額 -8,142 -8,142

  固定資産等の変動（内部変動） -16,630 16,630

    有形固定資産等の増加 50,758 -50,758

    有形固定資産等の減少 -55,426 55,426

    貸付金・基金等の増加 172,362 -172,362

    貸付金・基金等の減少 -184,324 184,324

  資産評価差額 98 98 0

  無償所管換等 804 804 0

  その他 -37 -217 180

  本年度純資産変動額 -7,277 -15,945 8,668

本年度末純資産残高 217,739 2,581,481 -2,363,742

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計
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【様式第4号】

自治体名：茨城県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

  業務支出 1,023,534

    業務費用支出 597,685

      人件費支出 322,820

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

    移転費用支出 425,850

      補助金等支出 384,158

      社会保障給付支出 13,821

      物件費等支出 183,575

      支払利息支出 9,485

      その他の支出 81,804

    税収等収入 753,861

    国県等補助金収入 258,858

    使用料及び手数料収入 16,968

      他会計への繰出支出 25,025

      その他の支出 2,846

  業務収入 1,050,864

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 21,139

    その他の収入 21,178

  臨時支出 6,191

    災害復旧事業費支出 6,191

    基金積立金支出 49,554

    投資及び出資金支出 976

    貸付金支出 117,801

【投資活動収支】

  投資活動支出 219,090

    公共施設等整備費支出 50,758

    基金取崩収入 21,499

    貸付金元金回収収入 158,298

    資産売却収入 661

    その他の支出 -

  投資活動収入 197,587

    国県等補助金収入 17,128

  財務活動支出 285,823

    地方債償還支出 285,822

    その他の支出 1

    その他の収入 -

投資活動収支 -21,503

【財務活動収支】

財務活動収支 7,719

本年度資金収支額 7,355

前年度末資金残高 36,103

  財務活動収入 293,542

    地方債発行収入 293,542

    その他の収入 -

本年度末歳計外現金残高 5,889

本年度末現金預金残高 49,347

本年度末資金残高 43,457

前年度末歳計外現金残高 5,483

本年度歳計外現金増減額 407
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【様式第1号】

自治体名：茨城県

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 3,198,526   固定負債 2,718,289

    有形固定資産 2,816,051     地方債等 2,218,055

      事業用資産 802,425     長期未払金 162

        土地 306,160     退職手当引当金 254,826

        土地減損損失累計額 -103     損失補償等引当金 845

        立木竹 881     その他 244,400

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 293,955

        建物 716,523     １年内償還予定地方債等 241,592

        建物減価償却累計額 -340,108     未払金 15,989

        建物減損損失累計額 -4,483     未払費用 431

        工作物 200,476     前受金 5,191

        工作物減価償却累計額 -138,301     前受収益 63

        工作物減損損失累計額 -236     賞与等引当金 21,226

        船舶 6,638     預り金 7,667

        船舶減価償却累計額 -4,453     その他 1,796

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 3,012,244

        浮標等 37 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 3,287,171

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -2,679,489

        航空機 978   他団体出資等分 19,798

        航空機減価償却累計額 -978

        航空機減損損失累計額 -

        その他 61

        その他減価償却累計額 -28

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 59,363

      インフラ資産 1,915,589

        土地 503,033

        土地減損損失累計額 -

        建物 83,257

        建物減価償却累計額 -44,008

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,413,969

        工作物減価償却累計額 -1,309,375

        工作物減損損失累計額 -

        その他 2,294

        その他減価償却累計額 -1,067

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 267,487

      物品 372,910

      物品減価償却累計額 -274,852

      物品減損損失累計額 -21

    無形固定資産 126,872

      ソフトウェア 149

      その他 126,723

    投資その他の資産 255,603

      投資及び出資金 51,237

        有価証券 2,795

        出資金 48,442

        その他 -

      長期延滞債権 33,210

      長期貸付金 22,182

      基金 169,299

        減債基金 76,377

        その他 92,922

      その他 6,427

      徴収不能引当金 -26,752

  流動資産 441,192

    現金預金 144,308

    未収金 16,403

    短期貸付金 10,787

    基金 77,858

      財政調整基金 30,616

      減債基金 47,242

    棚卸資産 174,059

    その他 18,239

    徴収不能引当金 -461

  繰延資産 6 純資産合計 627,480

資産合計 3,639,724 負債及び純資産合計 3,639,724

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）
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【様式第2号】

自治体名：茨城県

会計：連結会計 （単位：百万円）

    その他 817

純行政コスト 1,189,310

    その他 1,940

  臨時利益 2,008

    資産売却益 1,191

    災害復旧事業費 6,191

    資産除売却損 594

    損失補償等引当金繰入額 360

    その他 57,521

純経常行政コスト 1,182,233

  臨時損失 9,084

      その他 3,274

  経常収益 143,766

    使用料及び手数料 86,245

    移転費用 638,728

      補助金等 621,633

      社会保障給付 13,821

        支払利息 11,245

        徴収不能引当金繰入額 525

        その他 39,032

        減価償却費 81,348

        その他 1,642

      その他の業務費用 50,803

      物件費等 297,269

        物件費 136,531

        維持補修費 77,748

        賞与等引当金繰入額 21,068

        退職手当引当金繰入額 22,133

        その他 14,182

    業務費用 687,271

      人件費 339,199

        職員給与費 281,815

  経常費用 1,325,999

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額
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【様式第3号】

自治体名：茨城県

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 614,175 3,337,204 -2,742,939 19,910

  純行政コスト（△） -1,189,310 -1,189,310 -

  財源 1,201,891 1,201,891 -

    税収等 843,813 843,813 -

    国県等補助金 358,078 358,078 -

  本年度差額 12,582 12,582 -

  固定資産等の変動（内部変動） -50,058 50,058

    有形固定資産等の増加 72,301 -72,301

    有形固定資産等の減少 -84,196 84,196

    貸付金・基金等の増加 380,294 -380,294

    貸付金・基金等の減少 -418,458 418,458

  資産評価差額 9 9

  無償所管換等 748 748

  他団体出資等分の増加 -368 368

  他団体出資等分の減少 480 -480

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -34 -732 698

  本年度純資産変動額 13,305 -50,033 63,450 -112

本年度末純資産残高 627,480 3,287,171 -2,679,489 19,798

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計
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【様式第4号】

自治体名：茨城県

会計：連結会計 （単位：百万円）

本年度末歳計外現金残高 5,889

本年度末現金預金残高 144,308

本年度末資金残高 138,419

前年度末歳計外現金残高 5,483

本年度歳計外現金増減額 407

本年度資金収支額 15,436

前年度末資金残高 122,983

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等発行収入 350,669

    その他の収入 3,645

財務活動収支 -13,433

    地方債等償還支出 363,931

    その他の支出 3,815

  財務活動収入 354,314

投資活動収支 -39,031

【財務活動収支】

  財務活動支出 367,747

    貸付金元金回収収入 127,179

    資産売却収入 31,597

    その他の収入 2,303

  投資活動収入 206,152

    国県等補助金収入 23,099

    基金取崩収入 21,974

    投資及び出資金支出 231

    貸付金支出 120,430

    その他の支出 1,667

  投資活動支出 245,183

    公共施設等整備費支出 72,567

    基金積立金支出 50,288

  臨時収入 212

業務活動収支 67,900

【投資活動収支】

  臨時支出 6,597

    災害復旧事業費支出 6,191

    その他の支出 406

    国県等補助金収入 338,172

    使用料及び手数料収入 85,322

    その他の収入 69,545

      その他の支出 3,227

  業務収入 1,401,748

    税収等収入 908,708

    移転費用支出 638,473

      補助金等支出 621,425

      社会保障給付支出 13,821

      物件費等支出 220,534

      支払利息支出 11,242

      その他の支出 109,495

  業務支出 1,327,462

    業務費用支出 688,989

      人件費支出 347,718

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】


