
【様式第1号】

自治体：鹿島市

会計：一般会計 （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 52,855,036,900   固定負債 11,559,608,781

    有形固定資産 49,654,317,941     地方債 9,817,272,536

      事業用資産 18,906,772,564     長期未払金 -

        土地 7,726,602,719     退職手当引当金 1,741,447,000

        立木竹 103,789,196     損失補償等引当金 -

        建物 24,419,074,215     その他 889,245

        建物減価償却累計額 -14,408,270,729   流動負債 1,175,723,763

        工作物 3,794,249,776     １年内償還予定地方債 669,773,055

        工作物減価償却累計額 -2,858,275,468     未払金 -

        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 121,292,777

        航空機 -     預り金 381,553,693

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,104,238

        その他 11,246,000 負債合計 12,735,332,544

        その他減価償却累計額 -9,478,155 【純資産の部】

        建設仮勘定 127,835,010   固定資産等形成分 54,355,849,376

      インフラ資産 29,973,537,505   余剰分（不足分） -12,009,430,613

        土地 2,820,011,932

        建物 841,767,144

        建物減価償却累計額 -640,513,613

        工作物 57,175,309,990

        工作物減価償却累計額 -30,401,138,528

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 178,100,580

      物品 4,142,785,200

      物品減価償却累計額 -3,368,777,328

    無形固定資産 8,982,903

      ソフトウェア 8,982,903

      その他 -

    投資その他の資産 3,191,736,056

      投資及び出資金 1,270,080,574

        有価証券 50,000

        出資金 1,266,870,574

        その他 3,160,000

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 139,828,877

      長期貸付金 -

      基金 1,792,501,639

        減債基金 198,396,491

        その他 1,594,105,148

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,675,034

  流動資産 2,226,714,407

    現金預金 693,616,318

    未収金 35,314,502

    短期貸付金 -

    基金 1,500,812,476

      財政調整基金 1,493,262,476

      減債基金 7,550,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,028,889 純資産合計 42,346,418,763

資産合計 55,081,751,307 負債及び純資産合計 55,081,751,307

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体：鹿島市

会計：一般会計 （単位：円）

      人件費 2,319,165,097

        物件費 2,960,381,756

        職員給与費 1,536,131,957

        賞与等引当金繰入額 121,292,777

        退職手当引当金繰入額 211,337,624

        その他 450,402,739

      物件費等 4,728,740,083

        徴収不能引当金繰入額 13,703,923

        維持補修費 134,800,748

        減価償却費 1,627,716,859

        その他 5,840,720

      その他の業務費用 153,735,584

        支払利息 86,411,731

      その他 9,369,953

        その他 53,619,930

    移転費用 6,400,592,147

      補助金等 3,277,049,892

      社会保障給付 2,031,067,337

      他会計への繰出金 1,083,104,965

    災害復旧事業費 27,085,637

  経常収益 479,036,574

    使用料及び手数料 218,398,165

    その他 260,638,409

純経常行政コスト 13,123,196,337

  臨時損失 27,085,637

    その他 -

純行政コスト 13,149,135,443

    その他 -

  臨時利益 1,146,531

    資産売却益 1,146,531

    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 -

  経常費用 13,602,232,911

    業務費用 7,201,640,764

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体：鹿島市

会計：一般会計 （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 43,408,718,483 54,026,182,496 -10,617,464,013

  純行政コスト（△） -13,149,135,443 -13,149,135,443

  財源 12,088,486,458 12,088,486,458

    税収等 8,018,623,384 8,018,623,384

    国県等補助金 4,069,863,074 4,069,863,074

  本年度差額 -1,060,648,985 -1,060,648,985

  固定資産等の変動（内部変動） 331,317,615 -331,317,615

    有形固定資産等の増加 1,973,100,195 -1,973,100,195

    有形固定資産等の減少 -1,627,716,859 1,627,716,859

    貸付金・基金等の増加 735,983,429 -735,983,429

    貸付金・基金等の減少 -750,049,150 750,049,150

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,651,486 -1,651,486

  その他 751 751 -

  本年度純資産変動額 -1,062,299,720 329,666,880 -1,391,966,600

本年度末純資産残高 42,346,418,763 54,355,849,376 -12,009,430,613

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

自治体：鹿島市

会計：一般会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 396,627,258

本年度歳計外現金増減額 -15,073,565

本年度末歳計外現金残高 381,553,693

本年度末現金預金残高 693,616,318

    その他の収入 -

財務活動収支 1,116,379,757

本年度資金収支額 -262,412,349

前年度末資金残高 574,474,974

本年度末資金残高 312,062,625

  財務活動支出 686,332,243

    地方債償還支出 678,181,730

    その他の支出 8,150,513

  財務活動収入 1,802,712,000

    地方債発行収入 1,802,712,000

    貸付金元金回収収入 215,000,000

    資産売却収入 1,146,531

    その他の収入 -

投資活動収支 -881,388,214

【財務活動収支】

    貸付金支出 215,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,674,261,579

    国県等補助金収入 1,095,464,000

    基金取崩収入 362,651,048

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,555,649,793

    公共施設等整備費支出 1,973,100,195

    基金積立金支出 362,757,529

    投資及び出資金支出 4,792,069

  臨時支出 27,085,637

    災害復旧事業費支出 27,085,637

    その他の支出 -

  臨時収入 17,063,890

業務活動収支 -497,403,892

  業務収入 11,454,717,722

    税収等収入 8,026,371,356

    国県等補助金収入 2,957,335,184

    使用料及び手数料収入 219,295,055

    その他の収入 251,716,127

    移転費用支出 6,400,592,147

      補助金等支出 3,277,049,892

      社会保障給付支出 2,031,067,337

      他会計への繰出支出 1,083,104,965

      その他の支出 9,369,953

    業務費用支出 5,541,507,720

      人件費支出 2,307,288,188

      物件費等支出 3,103,819,486

      支払利息支出 86,411,731

      その他の支出 43,988,315

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 11,942,099,867


