
１．鹿児島市の財務書類について

　国の示した統一的な基準により、財務書類４表（貸借対照表、行政コスト計算書、
純資産変動計算書、資金収支計算書）を作成しました。

２．財務書類４表の相互関係

　財務書類４表は、下図のとおり相互に関連しています。
　　①貸借対照表のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に歳計外現金残高を
　　　加えたものと対応します。
　　②貸借対照表の「純資産」の金額は、純資産変動計算書の本年度末残高と対応します。
　　③行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。

３．一般会計等財務書類の概要

　一般会計等とは、福祉、医療、教育や道路・公園の整備など基本的な行政サービスを行う一般会計を
基本とした単位です。
　本市の一般会計等は、次の４つの会計で構成されています。
　　・一般会計
　　・土地区画整理事業清算特別会計
　　・地域下水道事業特別会計
　　・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
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資産 負債

　③

②
　　　　①

純資産

財務活動収支

前年度末残高

本年度末残高

財源

固定資産等の変動

本年度末残高

臨時損失

臨時利益

純行政コスト

投資活動収支

経常費用

経常収益

貸借対照表 行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書

業務活動収支前年度末残高

純行政コスト

うち

現金

＋本年度末

＋歳計外現金残高

財務書類４表

貸借対照表 本市の保有する資産、負債、その差額である純資産を示したもの

行政コスト計算書 発生主義会計の考え方に基づき、収入と費用を示したもの

純資産変動計算書 貸借対照表の純資産の変動状況を示したもの

資金収支計算書 現金収支の状況を示したもの



(1)　貸借対照表について

　貸借対照表は、資産の状況及び資産形成の財源である負債、純資産（資産－負債）の状況
を示すものです。

　　

(   )内は市民1人当たり金額

　　○資産　　　　 道路、公園、学校、市営住宅などの公共施設に基金などを合わせたもの

　　○負債　　　　 将来において返済の必要があるもので、今後の世代が負担するもの

　　○純資産 資産と負債の差額で、これまでの世代がつくり上げ、後世に引き継ぐもの
　

(2)　行政コスト計算書について

　行政コスト計算書は、発生主義会計の考え方に基づき、収入と費用を示したものです。

(   )内は市民1人当たり金額
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　本市の資産は、都市施設や都市基盤等の有形固定資産の増加などにより、前年度と比べて53億円増
となりました。
　一方、負債は97億円減、純資産は150億円増となりましたが、実質的な地方交付税である臨時財政対
策債の増（＋5億円）を考慮すると、負債は102億円減、純資産は155億円増となります。

［元年度末］ ［２年度末］ ［差引］

3,133億円 3,036億円 △97億円

(52万円) (50万円)  (△ 2万円) 

36.4% 35.1%

［元年度末］ ［２年度末］ ［差引］

8,598億円 8,651億円 53億円 ［元年度末］ ［２年度末］ ［差引］

(143万円) (144万円) (1万円) 5,465億円 5,615億円 150億円

(91万円) (94万円) (3万円)

63.6% 64.9%

負　　債

資　　　産

純資産

［元年度末］ ［２年度末］ ［差引］

93億円 90億円 △ 3億円
(2万円) (2万円) (0万円) 

［元年度末］ ［２年度末］ ［差引］

2,379億円 3,093億円 714億円
(39万円) (51万円) (12万円) ［元年度末］ ［２年度末］ ［差引］

△ 2,286億円 △ 3,003億円 △ 717億円

(△ 37万円) (△ 49万円)  (△ 12万円) 

収 入 等

行政コスト

差　　引

○行政コスト
元年度 ２年度

  金 額 割合   金 額 割合

①人にかかるコスト（人件費、退職手当引当金繰入、賞与引当金繰入額等） 352億円 15% 362億円 11% 10億円

②物にかかるコスト（物件費、維持補修費、減価償却費等） 624億円 26% 623億円 20% △ 1億円

③その他のコスト（支払利息、回収不能見込計上額、その他行政コスト） 28億円 1% 27億円 1% △ 1億円

④移転支出的なコスト（社会保障給付、補助金、他会計等への繰出金等） 1,361億円 57% 2,058億円 67% 697億円

⑤臨時的なコスト（災害復旧事業費、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等） 14億円 1% 23億円 1% 9億円

計 2,379億円 100% 3,093億円 100% 714億円

区　　　　　　分 増減

○収入等

元年度 ２年度

  金 額 割合   金 額 割合

①使用料・手数料 61億円 66% 52億円 58% △ 9億円

②その他（諸収入等） 32億円 34% 37億円 41% 5億円

③資産売却益・その他 0億円 0% 1億円 1% 1億円

計 93億円 100% 90億円 100% △ 3億円

区　　　　　　分 増減



(3)　純資産変動計算書について

　純資産変動計算書は、現金収支の状況を示したものです。

(4)　資金収支計算書について

　資金収支計算書は、貸借対照表の純資産の変動状況を示したものです。
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（単位：億円）

期首純資産残高 5,465.2

純行政コスト △ 3,002.7

財源 2,976.9

税収等 1,377.3

国県等補助金 1,599.6

本年度差額 △ 25.8

固定資産等形成分 △ 119.9

有形固定資産等の増減 △ 104.1

貸付金・基金等の増減 △ 15.8

資産評価差額 0.0

無償所管換等 175.0

その他 0.0

余剰分（不足分） 119.9

期末純資産残高 5,614.4

（単位：億円）

金　　額

支出 （人件費、物件費、社会保障給付等） 2,874

収入 （地方税、地方交付税、国県補助金等） 2,968

業務活動収支 94

支出 （公共施設等整備、基金積立金等） 317

収入 （国県補助金、基金取崩額等） 145

投資活動収支 △ 172

支出 （地方債償還額等） 276

収入 （地方債発行額等） 350

財務活動収支 74

当年度歳計現金増減額 △ 4

期首歳計現金残高 63

期末歳計現金残高 59

１　業務活動収支

２　投資活動収支

３　財務活動収支



４．財務書類で分かること
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市の貯金は、どれくらいあるか。

基金は、一般家庭の貯金に相当するもので、

必要に応じて積み立てや取り崩しを行っています。

財務書類では、「貸借対照表」の「基金」に計上しており、

固定資産の基金が３００億円、

流動資産の基金が１３０億円、

合計４３０億円の基金があります。

令和元年度と比べると、市債管理基金等の減により、

３２億円減少しました。

329億円 300億円

133億円
130億円

令和元年度 令和２年度

基金

（流動資産）

基金

（固定資産）

市の資産には、どのようなものがあるか。

庁舎や学校、公営住宅、清掃施設などの

事業用資産の割合が６１％で最も大きく、

続いて、道路や公園などのインフラ資産の

割合が２９％となっています。

令和元年度と比べると、事業用資産等の

増により、５３億円増加しました。 事業用

資産

5,277億円

61%

インフラ

資産

2,503億円

29%

その他

871億円

10%

資産の減価償却はどれくらい進んでいるか。

資産の耐用年数に対して、取得からどの程度経過しているかを表します。

算定式：減価償却累計額÷（有形固定資産 －土地等＋減価償却累計額）

令和元年度 令和２年度

有形固定資産減価償却率 59.9% 61.0%
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行政サービスの費用をどれくらい受益者が負担しているか。

行政サービスの提供に対して、受益者がどのくらい費用を負担しているを表します。

算定式：経常収益÷経常費用

住民１人当たりの行政サービスにかかる費用はどのくらいか。

人口 601,546人（令和３年１月１日現在）

人口 602,465人（令和２年１月１日現在）

算定式：純行政コスト÷住民基本台帳人口

令和元年度 令和２年度

受益者負担比率 3.9% 2.9%

令和元年度 令和２年度

住民１人当たり行政コスト 38万円 50万円

将来世代と現世代の負担の分担はどのようになっているか。

これまでの資産形成における現役世代の負担割合を表します。

算定式：純資産総額÷資産総額（負債＋純資産）

令和元年度 令和２年度

純資産比率 63.6% 64.9%



５．財務書類の解説

（１）貸借対照表について

　「貸借対照表」は、本市の保有する資産、負債、その差額である純資産を示したものです。

貸借
（令和３年

【資産の部】
固定資産 837,819,606 ※

有形固定資産 785,073,588
事業用資産 527,729,303

土地 309,758,525
立木竹 2,042,324
建物 422,402,175
建物減価償却累計額 △ 250,366,002
工作物 58,589,101
工作物減価償却累計額 △ 27,561,134
船舶 -
船舶減価償却累計額 -
浮標等 -
浮標等減価償却累計額 -
航空機 -
航空機減価償却累計額 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 12,864,314

インフラ資産 250,311,091 ※

土地 54,441,996
建物 14,164,986
建物減価償却累計額 △ 6,235,201
工作物 516,309,128
工作物減価償却累計額 △ 332,765,153
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 4,395,334

物品 13,064,393
物品減価償却累計額 △ 6,031,199

無形固定資産 62,912
ソフトウェア 62,912
その他 -

投資その他の資産 52,683,105
投資及び出資金 16,445,732

有価証券 328,130
出資金 1,679,733
その他 14,437,869

投資損失引当金 -
長期延滞債権 5,339,089
長期貸付金 1,667,296
基金 30,046,411

減債基金 6,749,562
その他 23,296,849

その他 -
徴収不能引当金 △ 815,423

流動資産 27,237,996

現金預金 9,173,188
未収金 4,188,995
短期貸付金 313,273
基金 13,038,719

財政調整基金 10,058,298
減債基金 2,980,421

棚卸資産 899,023
その他 -

徴収不能引当金 △ 375,202

865,057,602
※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。
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科目 金額（千円）

資産合計

固定資産

１年を超えて現金化される資産、または

現金化することを目的としない資産

事業用資産

庁舎や学校、市営住宅などの公共サービス

に供されている資産

インフラ資産

道路や公園などの社会基盤となる資産

物品

現金や基金以外の動産

ソフトウェア

市が所有するソフトウェアの制作・取得費

投資及び出資金

公営企業会計への出資金や民間企業の

株式、財団法人への出損金など

長期延滞債権

市税や使用料等の収入未済額のうち、

１年以上経過したもの

長期貸付金

償還期限が１年以上ある貸付金

基金

基金のうち、流動資産に計上したものを除

いた額

徴収不能引当金

貸付金等のうち、時効等により将来回収

不能と見込まれる額

流動資産

１年以内に現金化できる資産

未収金

市税や使用料等の収入未済額のうち、

１年以内に発生したもの

短期貸付金

償還期限が１年以内の貸付金

基金

財政調整基金及び１年以内に地方債の

償還に充てられる市債管理基金

棚卸資産

売却を目的として保有している資産

資産

現時点の行政サービス提供の源泉



対照表
３月３１日現在）

【負債の部】
固定負債 267,462,148

地方債 233,926,290
長期未払金 1,117,625
退職手当引当金 31,845,304
損失補償等引当金 166,812
その他 406,117

流動負債 36,156,830
1年内償還予定地方債 27,138,690
未払金 3,315,757
未払費用 83,144
前受金 -
前受収益 -
賞与等引当金 2,224,312
預り金 3,283,003
その他 111,924

303,618,978
【純資産の部】

固定資産等形成分 851,171,597
余剰分（不足分） △ 289,732,973

561,438,624

865,057,602
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科目 金額（千円）

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計

固定負債

１年を超えて返済時期が到来する負債

地方債

市債のうち、償還期限が１年を超えるもの

長期未払金

市の負担が確定している債務のうち、支払

期限が１年を超えるもの

退職手当引当金

全職員が自己都合で退職したと仮定して

算出した退職金の総額

損失補償等引当金

将来発生する可能性のある損失補償等の

履行見込額に

流動負債

１年以内に返済する負債

１年内償還予定地方債

市債のうち、償還期限が１年以内のもの

未払金

市の負担が確定している債務のうち、支払

期限が１年以内のもの

未払費用

基準日時点で市の負担は確定していない

が、役務の提供を受けているもの

賞与等引当金

翌年度の６月賞与のうち、前年度の勤務の

対価に相当する額

預り金

第三者から寄託された資産に係る見返負債

純資産

資産総額と負債総額の差額であり、現世代

までの負担で形成された資産に相当するもの

負債

将来世代の負担で返済するもの



（２）行政コスト計算書について

　「行政コスト計算書」は、発生主義会計の考え方に基づき、収入と費用を示したものです。

（単位：千円）

経常費用 306,934,126 ※

業務費用 101,116,384
人件費 36,151,594

職員給与費 27,311,947
賞与等引当金繰入額 2,224,312
退職手当引当金繰入額 2,236,397
その他 4,378,938

物件費等 62,312,879 ※

物件費 35,889,544
維持補修費 5,008,847
減価償却費 21,414,487
その他 -

その他の業務費用 2,651,911 ※

支払利息 1,316,205
徴収不能引当金繰入額 520,447
その他 815,260

移転費用 205,817,741
補助金等 82,624,896
社会保障給付 94,102,282
他会計への繰出金 25,125,951
その他 3,964,612

経常収益 8,851,040 ※

使用料及び手数料 5,190,744
その他 3,660,295

純経常行政コスト 298,083,086
臨時損失 2,297,785

災害復旧事業費 1,574,345
資産除売却損 723,440
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 114,208
資産売却益 -
その他 114,208

純行政コスト 300,266,663

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。
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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

毎年度、経常的に発生する費用

人件費

職員給与や議員報酬など

物件費等

業務委託や施設の維持修繕に係る経費、

有形固定資産の減価償却費など

その他の業務費用

地方債の償還利子や徴収不能引当金

繰入額など

補助金等

市民や団体への補助金など

社会保障給付

生活保護費、児童手当、高齢者や障害者

に対する援護措置等に要する扶助費

他会計への繰出金

他の会計への繰出金

その他の移転費用

負担金や補償金など

経常収益

毎年度、経常的に発生する収益

使用料及び手数料

施設使用料や証明書発行手数料など

その他

諸収入など

純行政コスト

純経常コストに臨時利益を加え、臨時損失を差し引いたもので、税収や

地方交付税、国庫支出金などの歳入で賄うべきコスト

臨時損失・臨時利益

災害復旧に要する費用や資産売却益など

臨時に発生する費用や利益



（３）純資産変動計算書について

　「純資産変動計算書」は、現金収支の状況を示したものです。

（単位：千円）

前年度末純資産残高 546,522,039 ※ 845,670,589 △ 299,148,549

純行政コスト（△） △ 300,266,663 △ 300,266,663

財源 297,681,747 297,681,747

税収等 137,724,830 137,724,830

国県等補助金 159,956,917 159,956,917

本年度差額 △ 2,584,915 ※ △ 2,584,915 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 12,000,491 12,000,491

有形固定資産等の増加 11,486,543 △ 11,486,543

有形固定資産等の減少 △ 21,902,719 21,902,719

貸付金・基金等の増加 12,785,365 △ 12,785,365

貸付金・基金等の減少 △ 14,369,680 14,369,680

資産評価差額 - -

無償所管換等 17,501,500 17,501,500

その他 - - -

本年度純資産変動額 14,916,585 5,501,009 9,415,576

本年度末純資産残高 561,438,624 ※ 851,171,597 ※ △ 289,732,973

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。
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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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

財源

行政コスト計算書で計算した費用に対する

財源措置

本年度差額

「財源」－「純行政コスト」

固定資産等の変動

有形資産や貸付金・基金等の増減

資産評価差額

有価証券等の評価差額

無償所管換等

無償で取得、または譲渡した資産の評価額

本年度純資産変動額

「本年度差額」に「固定資産等の変動」等

を増減した額



（４）資金収支計算書について

　「資金収支計算書」は、貸借対照表の純資産の変動状況を示したものです。

・。

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 286,054,841

業務費用支出 79,494,413 ※

人件費支出 36,629,071
物件費等支出 40,717,911
支払利息支出 1,339,645
その他の支出 807,787

移転費用支出 206,560,427
補助金等支出 83,367,582
社会保障給付支出 94,102,282
他会計への繰出支出 25,125,951
その他の支出 3,964,612

業務収入 296,816,985 ※

税収等収入 136,378,737
国県等補助金収入 151,904,880
使用料及び手数料収入 5,166,346
その他の収入 3,367,021

臨時支出 1,393,607
災害復旧事業費支出 1,393,607
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 9,368,537
【投資活動収支】

投資活動支出 31,735,409
公共施設等整備費支出 27,081,079
基金積立金支出 3,026,892
投資及び出資金支出 584,168
貸付金支出 1,043,270
その他の支出 -

投資活動収入 14,506,736 ※

国県等補助金収入 7,958,205
基金取崩収入 6,138,368
貸付金元金回収収入 271,571
資産売却収入 138,591
その他の収入 -

投資活動収支 △ 17,228,673
【財務活動収支】

財務活動支出 27,565,804
地方債償還支出 27,439,179
その他の支出 126,625

財務活動収入 35,020,436
地方債発行収入 35,020,436
その他の収入 -

財務活動収支 7,454,632
△ 405,503 ※

6,295,689
5,890,185 ※

前年度末歳計外現金残高 3,301,502
本年度歳計外現金増減額 △ 18,499
本年度末歳計外現金残高 3,283,003
本年度末現金預金残高 9,173,188

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。
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前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

本年度資金収支額

業務活動収支

経常的な行政サービス提供に伴う支出、収入

業務支出

人件費、物件費、市民や団体への補助金、

生活保護費等の扶助費など

業務収入

市税や国県支出金、使用料手数料など

臨時支出

災害復旧事業費など

臨時収入

資産売却収入など

投資活動収支

公共施設の整備や基金の増減など資産形

成に伴う支出、収入

投資活動支出

公共施設の整備や基金積立に係る支出

投資活動収入

公共施設整備の財源に充てられた補助

金、土地などの固定資産売却収入など

財務活動収支

地方債等の外部からの資金調達に係る

支出、収入

財務活動支出

地方債の返済、リース資産の賃借料

財務活動収入

地方債の発行収入


