
自治体名：鹿島市 年度：平成27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 52,529,579   固定負債 10,421,076

    有形固定資産 49,304,910     地方債 8,685,729

      事業用資産 18,328,373     長期未払金 -

        土地 7,682,241     退職手当引当金 1,731,353

        立木竹 103,789     損失補償等引当金 -

        建物 23,174,155     その他 3,993

        建物減価償却累計額 -13,907,263   流動負債 1,201,074

        工作物 3,354,379     １年内償還予定地方債 676,786

        工作物減価償却累計額 -2,808,597     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 119,510

        航空機 -     預り金 396,627

        航空機減価償却累計額 -     その他 8,151

        その他 11,246 負債合計 11,622,149

        その他減価償却累計額 -8,864 【純資産の部】

        建設仮勘定 727,286   固定資産等形成分 54,026,182

      インフラ資産 30,723,534   余剰分（不足分） -10,617,464

        土地 2,813,904

        建物 841,767

        建物減価償却累計額 -617,979

        工作物 56,998,344

        工作物減価償却累計額 -29,422,324

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 109,822

      物品 3,552,389

      物品減価償却累計額 -3,299,386

    無形固定資産 14,659

      ソフトウェア 14,659

      その他 -

    投資その他の資産 3,210,010

      投資及び出資金 1,265,288

        有価証券 50

        出資金 1,262,078

        その他 3,160

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 161,723

      長期貸付金 -

      基金 1,796,604

        減債基金 210,751

        その他 1,585,854

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,605

  流動資産 2,501,289

    現金預金 971,102

    未収金 37,032

    短期貸付金 -

    基金 1,496,603

      財政調整基金 1,496,603

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,449 純資産合計 43,408,718

資産合計 55,030,868 負債及び純資産合計 55,030,868

報告書（財務書類）



自治体名：鹿島市 年度：平成27年度

会計：一般会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

報告書（財務書類）

科目名 金額

  経常費用 12,744,082

    業務費用 7,081,726

      人件費 2,321,136

        職員給与費 1,676,025

        賞与等引当金繰入額 119,510

        退職手当引当金繰入額 90,312

        その他 435,289

      物件費等 4,595,906

        物件費 2,846,947

        維持補修費 98,775

        減価償却費 1,644,250

        その他 5,934

      その他の業務費用 164,684

        支払利息 97,768

        徴収不能引当金繰入額 17,054

        その他 49,862

    移転費用 5,662,357

      補助金等 2,584,003

      社会保障給付 1,991,809

      他会計への繰出金 1,082,977

      その他 3,569

  経常収益 442,816

    使用料及び手数料 234,374

    その他 208,442

純経常行政コスト 12,301,266

  臨時損失 30,763

    災害復旧事業費 4,253

    資産除売却損 26,510

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 12,188,703

  臨時利益 143,326

    資産売却益 1,291

    その他 142,035



自治体名：鹿島市 年度：平成27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 44,138,331 54,459,568 -10,321,238

  純行政コスト（△） -12,188,703 -12,188,703

  財源 11,448,430 11,448,430

    税収等 8,096,174 8,096,174

    国県等補助金 3,352,256 3,352,256

  本年度差額 -740,273 -740,273

  固定資産等の変動（内部変動） -444,046 444,046

    有形固定資産等の増加 1,452,357 -1,452,357

    有形固定資産等の減少 -1,670,760 1,670,760

    貸付金・基金等の増加 746,807 -746,807

    貸付金・基金等の減少 -972,450 972,450

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 10,660 10,660

  その他 1 1 -

  本年度純資産変動額 -729,612 -433,386 -296,226

本年度末純資産残高 43,408,718 54,026,182 -10,617,464

報告書（財務書類）



自治体名：鹿島市 年度：平成27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　397,080千円

本年度末歳計外現金増減高　  453千円

本年度末歳計外現金残高　396,627千円

本年度末現金預金残高　　971,102千円

報告書（財務書類）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 10,997,914

    業務費用支出 5,335,557

      人件費支出 2,226,156

      物件費等支出 2,962,041

      支払利息支出 97,768

      その他の支出 49,593

    移転費用支出 5,662,357

      補助金等支出 2,584,003

      社会保障給付支出 1,991,809

      他会計への繰出支出 1,082,977

      その他の支出 3,569

  業務収入 11,618,777

    税収等収入 8,122,084

    国県等補助金収入 3,081,497

    使用料及び手数料収入 213,227

    その他の収入 201,969

  臨時支出 4,253

    災害復旧事業費支出 4,253

    その他の支出 -

  臨時収入 6,454

業務活動収支 623,064

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,009,239

    公共施設等整備費支出 1,452,357

    基金積立金支出 337,277

    投資及び出資金支出 4,605

    貸付金支出 215,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,078,390

    国県等補助金収入 264,305

    基金取崩収入 597,794

    貸付金元金回収収入 215,000

    資産売却収入 1,291

    その他の収入 -

投資活動収支 -930,848

【財務活動収支】

  財務活動支出 831,928

    地方債償還支出 831,928

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,365,314

    地方債発行収入 1,365,314

    その他の収入 -

本年度末資金残高 574,475

財務活動収支 533,386

本年度資金収支額 225,602

前年度末資金残高 348,873


