
自治体名：鹿島市 年度：平成26年度

会計：一般会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 52,775,796   固定負債 9,792,461

    有形固定資産 49,511,277     地方債 7,997,241

      事業用資産 17,913,519     長期未払金 12,144

        土地 7,682,241     退職手当引当金 1,783,076

        立木竹 103,789     損失補償等引当金 -

        建物 22,880,172     その他 -

        建物減価償却累計額 -13,374,342   流動負債 1,354,195

        工作物 3,310,183     １年内償還予定地方債 831,888

        工作物減価償却累計額 -2,754,595     未払金 10,384

        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 114,842

        航空機 -     預り金 397,080

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 11,246 負債合計 11,146,656

        その他減価償却累計額 -8,250 【純資産の部】

        建設仮勘定 63,076   固定資産等形成分 54,459,568

      インフラ資産 31,346,897   余剰分（不足分） -10,321,238

        土地 2,813,500

        建物 841,767

        建物減価償却累計額 -595,297

        工作物 56,644,698

        工作物減価償却累計額 -28,456,734

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 98,963

      物品 3,489,807

      物品減価償却累計額 -3,238,946

    無形固定資産 16,036

      ソフトウェア 16,036

      その他 -

    投資その他の資産 3,248,484

      投資及び出資金 1,260,682

        有価証券 50

        出資金 1,257,472

        その他 3,160

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 146,051

      長期貸付金 -

      基金 1,869,952

        減債基金 28,634

        その他 1,841,318

      その他 -

      徴収不能引当金 -28,202

  流動資産 2,509,190

    現金預金 745,954

    未収金 79,506

    短期貸付金 -

報告書（財務書類）
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自治体名：鹿島市 年度：平成26年度

会計：一般会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

報告書（財務書類）

    基金 1,683,772

      財政調整基金 1,493,109

      減債基金 190,664

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -42 純資産合計 44,138,331

資産合計 55,284,986 負債及び純資産合計 55,284,986
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自治体名：鹿島市 年度：平成26年度

会計：一般会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

純行政コスト 11,891,742

  臨時利益 107,452

    資産売却益 2,306

    その他 105,146

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時損失 41,309

    災害復旧事業費 11,860

    資産除売却損 29,450

    使用料及び手数料 205,648

    その他 209,605

純経常行政コスト 11,957,885

      他会計への繰出金 1,029,506

      その他 3,928

  経常収益 415,253

    移転費用 5,476,826

      補助金等 2,534,473

      社会保障給付 1,908,920

        支払利息 106,816

        徴収不能引当金繰入額 28,243

        その他 81,167

        減価償却費 1,532,602

        その他 2,354

      その他の業務費用 216,226

      物件費等 4,283,387

        物件費 2,651,594

        維持補修費 96,837

        賞与等引当金繰入額 114,842

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 401,509

    業務費用 6,896,311

      人件費 2,396,698

        職員給与費 1,880,347

報告書（財務書類）

科目名 金額

  経常費用 12,373,138
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自治体名：鹿島市 年度：平成26年度

会計：一般会計   

純資産変動計算書(NW) （単位：千円）

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 44,424,177 54,115,117 -9,690,940

  純行政コスト（△） -11,891,742 -11,891,742

  財源 11,521,972 11,521,972

    税収等 7,820,780 7,820,780

    国県等補助金 3,701,192 3,701,192

  本年度差額 -369,770 -369,770

  固定資産等の変動（内部変動） 260,528 -260,528

    有形固定資産等の増加 2,703,300 -2,703,300

    有形固定資産等の減少 -1,807,861 1,807,861

    貸付金・基金等の増加 677,028 -677,028

    貸付金・基金等の減少 -1,311,939 1,311,939

  資産評価差額 1 1

  無償所管換等 83,923 83,923

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -285,846 344,452 -630,298

本年度末純資産残高 44,138,331 54,459,568 -10,321,238

報告書（財務書類）
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自治体名：鹿島市 年度：平成26年度

会計：一般会計   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高　394,117千円

本年度末歳計外現金増減高　2,964千円

本年度末歳計外現金残高　397,080千円

本年度末現金預金残高　　745,954千円

本年度末資金残高 348,873

財務活動収支 570,606

本年度資金収支額 -133,149

前年度末資金残高 482,022

  財務活動収入 1,515,810

    地方債発行収入 1,515,810

    その他の収入 -

  財務活動支出 945,204

    地方債償還支出 945,204

    その他の支出 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -997,368

【財務活動収支】

    基金取崩収入 916,677

    貸付金元金回収収入 215,000

    資産売却収入 3,628

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,985,875

    国県等補助金収入 850,570

    基金積立金支出 310,298

    投資及び出資金支出 211

    貸付金支出 215,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,983,242

    公共施設等整備費支出 2,457,734

    その他の支出 -

  臨時収入 9,606

業務活動収支 293,613

    その他の収入 209,551

  臨時支出 11,860

    災害復旧事業費支出 11,860

    税収等収入 7,821,246

    国県等補助金収入 2,841,017

    使用料及び手数料収入 205,768

      他会計への繰出支出 1,029,506

      その他の支出 3,928

  業務収入 11,077,582

    移転費用支出 5,476,826

      補助金等支出 2,534,473

      社会保障給付支出 1,908,920

      物件費等支出 2,763,691

      支払利息支出 106,816

      その他の支出 57,153

  業務支出 10,781,714

    業務費用支出 5,304,888

      人件費支出 2,377,228

報告書（財務書類）

科目名 金額

【業務活動収支】
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