
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

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

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

うち

現金

預金

＋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、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。

　　

(   )内は市民1人当り金額

　　○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人当り金額
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　本市の資産は、都市施設や都市基盤の減価償却費の増などにより、前年度と比べて減となりました。
　負債、純資産も減となりましたが、実質的な地方交付税である臨時財政対策債の増（＋37億円）を考
慮すると、負債は60億円減、純資産は2億円増となります。

［29年度末］ ［30年度末］ ［差引］

3,168億円 3,145億円 △23億円
(52万円) (52万円) (0万円)

36.0% 36.0%

［29年度末］ ［30年度末］ ［差引］

8,801億円 8,743億円 △ 58億円 ［29年度末］ ［30年度末］ ［差引］
(145万円) (145万円) (0万円) 5,633億円 5,598億円 △35億円

(93万円) (93万円) (0万円)
64.0% 64.0%

負　　債

資　　　産

純資産

［29年度末］ ［30年度末］ ［差引］
102億円 93億円 △ 9億円
(2万円) (2万円) (0万円) 

［29年度末］ ［30年度末］ ［差引］
2,167億円 2,188億円 21億円
(36万円) (36万円) (0万円) ［29年度末］ ［30年度末］ ［差引］

△ 2,065億円 △ 2,095億円 △ 30億円
(△ 34万円) (△ 34万円) (0万円)

収 入 等
行政コスト

差　　引

○行政コスト

29年度 30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） 341 億円 16% 340 億円 16% △ 1 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） 561 億円 26% 556 億円 26% △ 5 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） 41 億円 2% 33 億円 1% △ 8 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） 1,211 億円 56% 1,246 億円 57% 35 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） 13 億円 0% 13 億円 0% 0 億円

計 2,167 億円 100% 2,188 億円 100% 21 億円

区　　　　　　分 増減

○収入等

29年度 30年度

  金 額 割合   金 額 割合

①使用料・手数料 63 億円 62% 63 億円 68% 0 億円

②その他（諸収入等） 39 億円 38% 30 億円 32% △ 9 億円

③資産売却益・その他 0 億円 0% 0 億円 0% 0 億円

計 102 億円 100% 93 億円 100% △ 9 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 5,632.5

純行政コスト △ 2,095.3

財源 2,055.0

税収等 1,352.8

国県等補助金 702.2

本年度差額 △ 40.3

固定資産等形成分

有形固定資産等の増減 △ 34.6

貸付金・基金等の増減 △ 36.2

資産評価差額 0.0

無償所管換等 6.1

剰余分（不足分） 70.8

期末純資産残高 5,598.3

（単位：億円）

金　　額

支出 （人件費、物件費、社会保障給付等） 1,991

収入 （地方税、地方交付税、国県補助金等） 2,106

業務活動収支 115

支出 （公共施設等整備、基金積立金等） 211

収入 （国県補助金、基金取崩額等） 131

投資活動収支 △ 80

支出 （地方債償還額等） 295

収入 （地方債発行額等） 263

財務活動収支 △ 32

当年度歳計現金増減額 3

期首歳計現金残高 72

期末歳計現金残高 75

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３５５億円、

流動資産の基金が１４９億円、

合計５０４億円の基金があります。

平成２９年度と比べると、建設事業基金等の減により、

３０億円減少しました。

377億円 355億円

157億円
149億円

平成29年度 平成30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６０％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。

平成２９年度と比べると、施設整備等による

資産の増よりも過去に取得した資産の

減価償却費の方が大きいため、

５８億円減少しました。

事業用

資産

5,214億円

60%

インフラ

資産

2,590億円

29%

その他

939億円

11%

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）

平成29年度 平成30年度

有形固定資産減価償却率 57.6% 58.9%
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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 604,631人（平成31年１月１日現在）

算定式：純行政コスト÷住民基本台帳人口

平成29年度 平成30年度

受益者負担比率 4.7% 4.3%

平成29年度 平成30年度

住民１人当たり行政コスト 34万円 35万円

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）

平成29年度 平成30年度

純資産比率 64.0% 64.0%



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
（平成３１年

【資産の部】
固定資産 843,477,397 ※

有形固定資産 787,126,757 ※

事業用資産 521,435,561
土地 312,581,184
立木竹 2,042,325
建物 410,476,179
建物減価償却累計額 △ 234,844,693
工作物 53,033,995
工作物減価償却累計額 △ 24,693,073
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 2,839,644

インフラ資産 259,025,817 ※

土地 54,085,912
建物 15,638,211
建物減価償却累計額 △ 6,626,170
工作物 505,673,528
工作物減価償却累計額 △ 313,844,698
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 4,099,032

物品 11,830,406
物品減価償却累計額 △ 5,165,026

無形固定資産 197,376
ソフトウェア 197,376
その他 -

投資その他の資産 56,153,263
投資及び出資金 15,467,081

有価証券 327,708
出資金 1,676,363
その他 13,463,010

投資損失引当金 -
長期延滞債権 4,748,215
長期貸付金 1,271,071
基金 35,477,827

減債基金 9,867,606
その他 25,610,221

その他 -
徴収不能引当金 △ 810,931

流動資産 30,860,342

現金預金 10,649,080
未収金 3,337,850
短期貸付金 188,396
基金 14,936,697

財政調整基金 10,721,364
減債基金 4,215,333

棚卸資産 1,958,880
その他 -

徴収不能引当金 △ 210,561

874,337,739
※ 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 276,954,711

地方債 243,520,900
長期未払金 950,506
退職手当引当金 31,749,787
損失補償等引当金 303,382
その他 430,136

流動負債 37,552,245
1年内償還予定地方債 28,138,360
未払金 3,984,729
未払費用 139,591
前受金 -
前受収益 -
賞与等引当金 2,056,399
預り金 3,113,012
その他 120,154

314,506,956
【純資産の部】

固定資産等形成分 858,602,490
余剰分（不足分） △ 298,771,707

559,830,783

874,337,739
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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 217,459,678
業務費用 92,869,224

人件費 33,990,054
職員給与費 26,481,599
賞与等引当金繰入額 2,056,399
退職手当引当金繰入額 2,069,756
その他 3,382,300

物件費等 55,573,992
物件費 29,658,353
維持補修費 5,218,183
減価償却費 20,697,456
その他 -

その他の業務費用 3,305,178
支払利息 2,282,942
徴収不能引当金繰入額 276,274
その他 745,962

移転費用 124,590,454
補助金等 11,982,439
社会保障給付 86,047,066
他会計への繰出金 23,152,881
その他 3,408,068

経常収益 9,255,507
使用料及び手数料 6,292,656
その他 2,962,851

純経常行政コスト 208,204,171
臨時損失 1,327,036

災害復旧事業費 882,358
資産除売却損 348,341
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 96,335
その他 2

臨時利益 344
資産売却益 -
その他 344

純行政コスト 209,530,863

※ 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　平成３０年４月１日　
至　平成３１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、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）

前年度末純資産残高 563,248,869 865,073,572 △ 301,824,703

純行政コスト（△） △ 209,530,863 △ 209,530,863

財源 205,499,520 205,499,520

税収等 135,276,302 135,276,302

国県等補助金 70,223,218 70,223,218

本年度差額 △ 4,031,343 △ 4,031,343

固定資産等の変動（内部変動） △ 7,084,339 ※ 7,084,339 ※

有形固定資産等の増加 17,898,790 △ 17,898,790

有形固定資産等の減少 △ 21,359,197 21,359,197

貸付金・基金等の増加 14,242,775 △ 14,242,775

貸付金・基金等の減少 △ 17,866,706 17,866,706

資産評価差額 - -

無償所管換等 613,257 613,257

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 3,418,086 △ 6,471,082 3,052,996

本年度末純資産残高 559,830,783 858,602,490 △ 298,771,707

※ 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　平成３０年４月１日　

至　平成３１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、現金収支の状況を示したものです。

・。

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 198,232,396 ※

業務費用支出 75,112,877 ※

人件費支出 34,034,934
物件費等支出 38,012,940
支払利息支出 2,322,716
その他の支出 742,288

移転費用支出 123,119,519
補助金等支出 10,511,504
社会保障給付支出 86,047,066
他会計への繰出支出 23,152,881
その他の支出 3,408,068

業務収入 210,582,759
税収等収入 135,466,804
国県等補助金収入 65,977,079
使用料及び手数料収入 6,293,327
その他の収入 2,845,549

臨時支出 829,814
災害復旧事業費支出 829,814
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 11,520,549
【投資活動収支】

投資活動支出 21,069,919
公共施設等整備費支出 14,698,987
基金積立金支出 5,759,857
投資及び出資金支出 561,026
貸付金支出 50,049
その他の支出 -

投資活動収入 13,107,269
国県等補助金収入 3,826,792
基金取崩収入 8,755,080
貸付金元金回収収入 260,086
資産売却収入 265,311
その他の収入 -

投資活動収支 △ 7,962,649 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 29,471,787

地方債償還支出 29,298,366
その他の支出 173,421

財務活動収入 26,251,334
地方債発行収入 26,251,334
その他の収入 -

財務活動収支 △ 3,220,453
337,446 ※

7,198,622
7,536,068

前年度末歳計外現金残高 3,055,574
本年度歳計外現金増減額 57,438
本年度末歳計外現金残高 3,113,012
本年度末現金預金残高 10,649,080

※ 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　平成３０年４月１日　
至　平成３１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


