
【様式第1号】

自治体名：茨城県日立市

会計：連結会計 （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 396,872   固定負債 134,637

    有形固定資産 381,620     地方債等 82,127

      事業用資産 136,324     長期未払金 -

        土地 44,301     退職手当引当金 15,786

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 28

        立木竹 434     その他 36,697

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 13,069

        建物 180,907     １年内償還予定地方債等 9,032

        建物減価償却累計額 -99,725     未払金 1,456

        建物減損損失累計額 -     未払費用 30

        工作物 13,855     前受金 159

        工作物減価償却累計額 -7,637     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 1,006

        船舶 -     預り金 1,105

        船舶減価償却累計額 -     その他 281

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 147,707

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 413,007

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -136,877

        航空機 -   他団体出資等分 432

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 4,189

      インフラ資産 232,248

        土地 27,470

        土地減損損失累計額 -

        建物 7,654

        建物減価償却累計額 -3,809

        建物減損損失累計額 -

        工作物 332,261

        工作物減価償却累計額 -137,627

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 6,299

      物品 37,570

      物品減価償却累計額 -24,522

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,815

      ソフトウェア 8

      その他 1,807

    投資その他の資産 13,437

      投資及び出資金 410

        有価証券 41

        出資金 355

        その他 14

      長期延滞債権 1,446

      長期貸付金 172

      基金 11,526

        減債基金 -

        その他 11,526

      その他 4

      徴収不能引当金 -121

  流動資産 27,396

    現金預金 9,720

    未収金 1,288

    短期貸付金 -

    基金 16,135

      財政調整基金 6,802

      減債基金 9,333

    棚卸資産 79

    その他 242

    徴収不能引当金 -68

  繰延資産 - 純資産合計 276,562

資産合計 424,268 負債及び純資産合計 424,268

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：茨城県日立市

会計：連結会計 （単位：百万円）

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 121,418

    業務費用 49,426

      人件費 15,794

        職員給与費 13,334

        賞与等引当金繰入額 963

        退職手当引当金繰入額 -143

        その他 1,641

      物件費等 31,477

        物件費 16,057

        維持補修費 2,822

        減価償却費 12,598

        その他 -

      その他の業務費用 2,155

        支払利息 820

        徴収不能引当金繰入額 126

        その他 1,210

    移転費用 71,992

      補助金等 57,311

      社会保障給付 14,162

      その他 519

  経常収益 11,636

    使用料及び手数料 9,219

    その他 2,417

純経常行政コスト 109,782

  臨時損失 488

    災害復旧事業費 158

    資産除売却損 133

    損失補償等引当金繰入額 28

    その他 169

  臨時利益 47

    資産売却益 32

    その他 15

純行政コスト 110,223



【様式第3号】

自治体名：茨城県日立市

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 276,052 413,751 -138,143 445

  純行政コスト（△） -110,223 -109,625 -598

  財源 110,576 109,990 585

    税収等 67,346 67,328 18

    国県等補助金 43,230 42,662 567

  本年度差額 352 365 -13

  固定資産等の変動（内部変動） -526 526

    有形固定資産等の増加 12,930 -12,930

    有形固定資産等の減少 -13,017 13,017

    貸付金・基金等の増加 3,108 -3,108

    貸付金・基金等の減少 -3,547 3,547

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 144 144

  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 10 13 -3 -

  その他 4 -374 377

  本年度純資産変動額 510 -743 1,266 -13

本年度末純資産残高 276,562 413,007 -136,877 432

連結純資産変動計算書
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：茨城県日立市

会計：連結会計 （単位：百万円）

連結資金収支計算書
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 109,169

    業務費用支出 37,186

      人件費支出 16,042

      物件費等支出 19,228

      支払利息支出 821

      その他の支出 1,095

    移転費用支出 71,983

      補助金等支出 57,304

      社会保障給付支出 14,162

      その他の支出 517

  業務収入 118,262

    税収等収入 66,541

    国県等補助金収入 40,051

    使用料及び手数料収入 9,245

    その他の収入 2,425

  臨時支出 158

    災害復旧事業費支出 158

    その他の支出 -

  臨時収入 35

業務活動収支 8,970

【投資活動収支】

  投資活動支出 15,748

    公共施設等整備費支出 12,905

    基金積立金支出 2,755

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 88

    その他の支出 -

  投資活動収入 6,714

    国県等補助金収入 2,815

    基金取崩収入 3,293

    貸付金元金回収収入 85

    資産売却収入 181

    その他の収入 340

投資活動収支 -9,034

【財務活動収支】

  財務活動支出 9,342

    地方債等償還支出 9,305

    その他の支出 36

  財務活動収入 9,559

    地方債等発行収入 9,550

    その他の収入 9

前年度末歳計外現金残高 668

本年度歳計外現金増減額 1

本年度末歳計外現金残高 669

本年度末現金預金残高 9,720

財務活動収支 217

本年度資金収支額 153

前年度末資金残高 8,900

比例連結割合変更に伴う差額 -2

本年度末資金残高 9,051



I. 重要な会計方針 

1. 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･････････････････････････････取得原価 

ただし，開始時の評価基準及び評価方法については，次のとおりです。 

ア. 昭和 59 年度以前に取得したもの･････････再調達原価 

ただし，道路，河川，及び水路の敷地は備忘価格１円としています。 

イ. 昭和 60 年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････再調達原価 

ただし，取得原価が不明な道路，河川，及び水路の敷地は備忘価格１円としていま

す。 

② 無形固定資産･････････････････････････････原則として取得原価 

ただし，取得原価が不明なものは再調達原価としています。 

  なお、一部の連結対象団体においては、原則、取得原価としています。 

 

2. 有価証券等の評価基準及び評価方法 

① 市場価格のある有価証券等････････････････会計年度末における市場価格 

② 市場価格がない有価証券等････････････････取得原価 

ただし，市場価格のないものについて，実質価額が著しく低下した場合には，相当の

減額を行うこととしています。 

なお，実質価額の低下割合が30%以上である場合には，「著しく低下した場合」に該当

するものとしています。 

 

3. 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

  ただし、一部の連結対象団体については定率法によっています。 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリ

ース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下のファイナン

ス・リース取引を除きます。） 

･････････････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 

 

4. 引当金の計上基準及び算定方法 

① 徴収不能引当金 

 過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 

② 退職手当引当金 



 本年度末に特別職を含む全職員（本年度末退職者を除く）が普通退職した場合の退職

手当要支給額に、組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当

として支給された額の総額を控除した額を加算して計上しております。 

 ただし、一部の連結対象団体においては、主として期末における退職給付債務及び年

金資産の見込み額に基づき計上しています。 

③ 賞与等引当金 

 翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額

の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

 

5. リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリ

ース総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

イ. ア以外のファイナンス・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

 

6. 連結資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（3 ヶ月以内の短期投資等）を資金の

範囲としています。 

このうち現金同等物は，短期投資の他，出納整理期間中の取引により発生する資金の受

払いを含んでいます。 

 

7. 消費税等の会計処理 

税込方式によっております。 

ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。 

  

 

II. 重要な会計方針の変更等 

該当なし 

 

 

III. 重要な後発事象 

該当なし 



 

IV. 重要な偶発債務 

1. 保証債務及び損失補償債務負担の状況  

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。 

 

団体（会計）名 

 

確定債務額 

履行すべき額が確定していない 

損失補償債務等 

 

総額 

損失補償等 

引当金計上額 

貸借対照表 

未計上額 

茨城県信用保証協会 － 千円 27,688 千円 7,125,436 千円 7,153,124 千円 

合計 － 千円 27,688 千円 7,125,436 千円 7,153,124 千円 

 

 

V. 追加情報 

1. 連結対象団体 

団体名 区分 連結の方法 比例連結割合 

茨城県市町村総合事務組合 
一部事務組合・ 

広域連合 
比例連結 

一般会計等 1.64％ 

特別会計 3.04％ 

茨城県後期高齢者医療広域

連合 

一部事務組合・ 

広域連合 
比例連結 7.80％ 

茨城租税債権管理機構 
一部事務組合・ 

広域連合 
比例連結 3.59％ 

茨城北農業共済事務組合 
一部事務組合・ 

広域連合 
比例連結 7.21％ 

日立・高萩広域下水道組合 
一部事務組合・ 

広域連合 
実額による ― 

日立市土地開発公社 第三セクター等 全部連結 ― 

公益財団法人 

日立市民科学文化財団 
第三セクター等 全部連結 ― 

公益財団法人 

日立地区産業支援センター 
第三セクター等 全部連結 ― 

社会福祉法人 

日立市社会福祉事業団 
第三セクター等 全部連結 ― 

公益財団法人 

日立市公園協会 
第三セクター等 全部連結 ― 

公益財団法人 

日立市体育協会 
第三セクター等 全部連結 ― 



 連結の方法は次のとおりです。 

 ① 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象と

しています。 

 ② 地方三公社は、すべて全部連結の対象としています。 

 ③ 第三セクター等は、出資割合等が 50％を超える団体（出資割合等が 50％以下であっ

ても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連

結の対象としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とな

らない第三セクター等については、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対

象としています。ただし、出資割合が 25％未満であって、損失補償を付している等

の重要性がない場合は、比例連結の対象としていない場合があります。 

 

2. 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）に

おいては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年

度末の計数としています。 

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会

計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了

したものとして調整しています。 

 

3. 財務書類の表示金額単位 

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

 

4. 売却可能資産の範囲及び内訳 

ア. 範囲 

 売却可能資産の範囲は、普通財産のうち活用が図られていない公共資産を対象とし

ています。 

イ. 内訳 

事業用資産 246,259 千円 （ 242,570 千円） 

 土地 246,259 千円 （ 242,570 千円） 

 立木竹 － 千円 （ － 千円） 

 建物 － 千円 （ － 千円） 

 工作物 － 千円 （ － 千円） 

 船舶 － 千円 （ － 千円） 

 浮標等 － 千円 （ － 千円） 

 航空機 － 千円 （ － 千円） 

 その他 － 千円 （ － 千円） 



インフラ資産 － 千円 （ － 千円） 

 土地 － 千円 （ － 千円） 

 建物 － 千円 （ － 千円） 

 工作物 － 千円 （ － 千円） 

 その他 － 千円 （ － 千円） 

物品 － 千円 （ － 千円） 

   令和 2 年 3 月 31 日時点における売却可能価額を記載しています。 

  売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によっ

ています。 

  上記の（ ）内の金額は貸借対照表における簿価を記載しています。 

 



連結附属明細書

①有形固定資産の明細 (単位：円)

【様式第５号】

１．連結貸借対照表の内容に関する明細

（１）資産項目の明細

本年度償却額
（F)

差引本年度末残高
（D)－（E)

（G)

 事業用資産       239,624,274,321         12,692,016,993           8,630,742,188       243,685,549,126       107,361,239,410           4,393,336,371       136,324,309,716

区分 前年度末残高
（A）

本年度増加額
（B）

本年度減少額
（C）

本年度末残高
（A)＋（B)-（C)

（D）

本年度末
減価償却累計額

（E)

                          -         44,300,722,568
　　立木竹             434,084,094                           -                           -             434,084,094                           -                           -             434,084,094
　  土地         43,923,659,210           1,871,852,021           1,494,788,663         44,300,722,568                           -

          3,920,069,312         81,182,242,675
　　工作物         13,180,494,409             679,483,618                5,251,040         13,854,726,987           7,636,525,468             473,267,059           6,218,201,519
　　建物       179,005,017,525           3,956,000,192           2,054,061,100       180,906,956,617         99,724,713,942

                          -                           -
　　浮標等                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -
　　船舶                           -                           -                           -                           -                           -

                          -                           -
　　その他                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -
　　航空機                           -                           -                           -                           -                           -

                          -           4,189,058,860
 インフラ資産       369,157,644,000         11,015,017,404           6,488,439,750       373,684,221,654       141,436,153,962           6,804,401,048       232,248,067,692
　　建設仮勘定           3,081,019,083           6,184,681,162           5,076,641,385           4,189,058,860                           -

                          -         27,469,780,798
　　建物           7,422,618,501             235,325,652                3,595,000           7,654,349,153           3,809,425,105             190,190,874           3,844,924,048
　　土地         27,061,293,768             455,156,164              46,669,134         27,469,780,798                           -

          6,614,210,174       194,634,206,291
　　その他                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -
　　工作物       326,257,865,369           6,088,053,417              84,983,638       332,260,935,148       137,626,728,857

        12,428,920,792       381,620,271,953合計       645,167,879,155         25,774,106,375         16,002,289,770       654,939,695,760       273,319,423,807

                          -           6,299,156,555
 物品         36,385,960,834           2,067,071,978             883,107,832         37,569,924,980         24,522,030,435           1,231,183,373         13,047,894,545
　　建設仮勘定           8,415,866,362           4,236,482,171           6,353,191,978           6,299,156,555                           -


