
【様式第1号】

自治体名：鹿島市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 50,342,583,583   固定負債 12,739,705,653

    有形固定資産 46,688,404,676     地方債 10,473,418,684

      事業用資産 19,028,100,470     長期未払金 -

        土地 7,652,606,773     退職手当引当金 1,791,638,000

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

        建物 26,456,530,239     その他 474,648,969

        建物減価償却累計額 -16,178,520,807   流動負債 1,466,661,808

        工作物 4,199,514,608     １年内償還予定地方債 895,188,316

        工作物減価償却累計額 -3,211,701,065     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 160,027,237

        航空機 -     預り金 393,866,664

        航空機減価償却累計額 -     その他 17,579,591

        その他 7,203,000 負債合計 14,206,367,461

        その他減価償却累計額 -6,254,974 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,933,500   固定資産等形成分 51,248,691,605

      インフラ資産 27,154,127,174   余剰分（不足分） -13,374,415,684

        土地 2,824,549,069

        建物 795,267,144

        建物減価償却累計額 -675,044,411

        工作物 58,335,850,681

        工作物減価償却累計額 -34,362,242,708

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 235,747,399

      物品 4,343,072,917

      物品減価償却累計額 -3,836,895,885

    無形固定資産 7,884,227

      ソフトウェア 7,884,227

      その他 -

    投資その他の資産 3,646,294,680

      投資及び出資金 1,201,488,269

        有価証券 50,000

        出資金 1,198,278,269

        その他 3,160,000

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 85,494,658

      長期貸付金 6,600,000

      基金 2,360,980,132

        減債基金 182,795,000

        その他 2,178,185,132

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,268,379

  流動資産 1,738,059,799

    現金預金 801,628,570

    未収金 34,934,497

    短期貸付金 -

    基金 906,108,022

      財政調整基金 903,976,022

      減債基金 2,132,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,611,290 純資産合計 37,874,275,921

資産合計 52,080,643,382 負債及び純資産合計 52,080,643,382

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：鹿島市

会計：一般会計等 （単位：円）

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

  経常費用 13,984,090,676

    業務費用 7,898,947,964

      人件費 2,386,703,080

        職員給与費 1,773,768,840

        賞与等引当金繰入額 160,027,237

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 452,907,003

      物件費等 5,333,511,923

        物件費 3,310,370,981

        維持補修費 158,382,304

        減価償却費 1,864,758,638

        その他 -

      その他の業務費用 178,732,961

        支払利息 54,186,701

        徴収不能引当金繰入額 12,879,669

        その他 111,666,591

    移転費用 6,085,142,712

      補助金等 3,549,383,001

      社会保障給付 2,071,942,167

      他会計への繰出金 460,581,031

      その他 3,236,513

  経常収益 560,802,640

    使用料及び手数料 226,358,780

    その他 334,443,860

純経常行政コスト 13,423,288,036

  臨時損失 3,676,824,117

    災害復旧事業費 235,401,097

    資産除売却損 14,311,540

    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 17,098,494,044

    その他 3,427,111,480

  臨時利益 1,618,109

    資産売却益 1,618,109



【様式第3号】

自治体名：鹿島市

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 38,739,615,974 52,160,099,204 -13,420,483,230

  純行政コスト（△） -17,098,494,044 -17,098,494,044

  財源 16,121,799,505 16,121,799,505

    税収等 8,651,695,245 8,651,695,245

    国県等補助金 7,470,104,260 7,470,104,260

  本年度差額 -976,694,539 -976,694,539

  固定資産等の変動（内部変動） -1,022,230,479 1,022,230,479

    有形固定資産等の増加 863,749,022 -863,749,022

    有形固定資産等の減少 -1,889,854,374 1,889,854,374

    貸付金・基金等の増加 1,022,795,901 -1,022,795,901

    貸付金・基金等の減少 -1,018,921,028 1,018,921,028

  資産評価差額 308 308

  無償所管換等 110,822,572 110,822,572

  その他 531,606 - 531,606

  本年度純資産変動額 -865,340,053 -911,407,599 46,067,546

本年度末純資産残高 37,874,275,921 51,248,691,605 -13,374,415,684

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



【様式第4号】

自治体名：鹿島市

会計：一般会計等 （単位：円）

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】

  業務支出 12,070,391,281

    業務費用支出 5,985,248,569

      人件費支出 2,362,231,673

      物件費等支出 3,468,753,285

      支払利息支出 54,186,701

      その他の支出 100,076,910

    移転費用支出 6,085,142,712

      補助金等支出 3,549,383,001

      社会保障給付支出 2,071,942,167

      他会計への繰出支出 460,581,031

      その他の支出 3,236,513

  業務収入 12,756,735,588

    税収等収入 8,635,224,612

    国県等補助金収入 3,665,204,686

    使用料及び手数料収入 208,835,876

    その他の収入 247,470,414

  臨時支出 3,662,512,577

    災害復旧事業費支出 235,401,097

    その他の支出 3,427,111,480

  臨時収入 3,427,111,480

業務活動収支 450,943,210

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,759,463,218

    公共施設等整備費支出 863,749,022

    基金積立金支出 668,717,670

    投資及び出資金支出 5,396,526

    貸付金支出 221,600,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,269,027,121

    国県等補助金収入 382,112,376

    基金取崩収入 659,512,440

    貸付金元金回収収入 215,000,000

    資産売却収入 12,402,305

    その他の収入 -

投資活動収支 -490,436,097

【財務活動収支】

  財務活動支出 872,034,906

    地方債償還支出 854,455,315

    その他の支出 17,579,591

  財務活動収入 1,018,166,000

    地方債発行収入 1,018,166,000

前年度末歳計外現金残高 397,077,663

本年度歳計外現金増減額 -3,210,999

本年度末歳計外現金残高 393,866,664

本年度末現金預金残高 801,628,570

    その他の収入 -

財務活動収支 146,131,094

本年度資金収支額 106,638,207

前年度末資金残高 301,123,699

本年度末資金残高 407,761,906


