
【様式第1号】

（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 140,141,882,887   固定負債 39,355,687,955

    有形固定資産 129,313,024,465     地方債等 28,501,943,013

      事業用資産 62,086,911,933     長期未払金 1,017,182,645

        土地 22,889,371,523     退職手当引当金 6,883,198,911

        立木竹 308,827,600     損失補償等引当金 66,000,000

        建物 82,268,938,291     その他 2,887,363,386

        建物減価償却累計額 -47,486,399,712   流動負債 4,550,358,653

        工作物 7,286,608,113     １年内償還予定地方債等 3,700,418,621

        工作物減価償却累計額 -3,247,787,882     未払金 360,437,919

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 44,893

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 404,017,111

        航空機 -     預り金 81,222,396

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,217,713

        その他 - 負債合計 43,906,046,608

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 67,354,000   固定資産等形成分 143,279,716,658

      インフラ資産 66,344,628,739   余剰分（不足分） -35,063,051,669

        土地 11,019,942,905   他団体出資等分 -

        建物 1,355,221,773

        建物減価償却累計額 -865,608,612

        工作物 103,365,686,451

        工作物減価償却累計額 -57,041,165,094

        その他 2,569,714,415

        その他減価償却累計額 -1,751,005,470

        建設仮勘定 7,691,842,371

      物品 3,072,520,864

      物品減価償却累計額 -2,191,037,071

    無形固定資産 1

      ソフトウェア 1

      その他 -

    投資その他の資産 10,828,858,421

      投資及び出資金 205,916,500

        有価証券 -

        出資金 205,916,500

        その他 -

      長期延滞債権 1,660,368,486

      長期貸付金 1,052,099,750

      基金 8,075,155,364

        減債基金 311,590,555

        その他 7,763,564,809

      その他 -

      徴収不能引当金 -164,681,679

  流動資産 11,980,828,710

    現金預金 8,123,251,745

    未収金 756,324,552

    短期貸付金 105,556,900

    基金 3,032,276,871

      財政調整基金 3,032,276,871

      減債基金 -

    棚卸資産 33,246,659

    その他 3,600,000

    徴収不能引当金 -73,428,017

  繰延資産 - 純資産合計 108,216,664,989

資産合計 152,122,711,597 負債及び純資産合計 152,122,711,597

鹿沼市全体の貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

鹿沼市全体の行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 51,142,541,319

    業務費用 21,593,059,257

      人件費 8,368,000,188

        職員給与費 105,293,781

        賞与等引当金繰入額 401,791,702

        退職手当引当金繰入額 6,681,042,000

        その他 1,179,872,705

      物件費等 12,376,217,998

        物件費 6,444,218,080

        維持補修費 1,436,671,977

        減価償却費 4,485,150,793

        その他 10,177,148

      その他の業務費用 848,841,071

        支払利息 282,608,953

        徴収不能引当金繰入額 157,386,531

        その他 408,845,587

    移転費用 29,549,482,062

      補助金等 23,248,408,325

      社会保障給付 6,146,740,635

      その他 154,333,102

  経常収益 3,125,025,360

    使用料及び手数料 2,047,301,517

    その他 1,077,723,843

純経常行政コスト 48,017,515,959

  臨時損失 1,249,815,402

    災害復旧事業費 1,172,408,222

    資産除売却損 27,728,721

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 49,678,459

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 49,267,331,361



【様式第3号】

（単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 105,944,651,130 143,352,201,155 -37,407,550,025 -

  純行政コスト（△） -49,267,331,361 -49,267,331,361 -

  財源 51,524,289,006 51,524,289,006 -

    税収等 36,768,561,460 36,768,561,460 -

    国県等補助金 14,755,727,546 14,755,727,546 -

  本年度差額 2,256,957,645 2,256,957,645 -

  固定資産等の変動（内部変動） -87,540,711 87,540,711

    有形固定資産等の増加 5,505,390,530 -5,505,390,530

    有形固定資産等の減少 -6,881,528,341 6,881,528,341

    貸付金・基金等の増加 4,853,637,432 -4,853,637,432

    貸付金・基金等の減少 -3,565,040,332 3,565,040,332

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,056,214 15,056,214

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 2,272,013,859 -72,484,497 2,344,498,356 -

本年度末純資産残高 108,216,664,989 143,279,716,658 -35,063,051,669 -

鹿沼市全体の純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

（単位：円）

鹿沼市全体の資金収支計算書
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 47,096,463,370

    業務費用支出 17,546,981,308

      人件費支出 8,599,900,235

      物件費等支出 8,329,876,978

      支払利息支出 282,608,953

      その他の支出 334,595,142

    移転費用支出 29,549,482,062

      補助金等支出 23,248,408,325

      社会保障給付支出 6,146,740,635

      その他の支出 154,333,102

  業務収入 53,101,870,742

    税収等収入 36,651,113,028

    国県等補助金収入 13,374,701,878

    使用料及び手数料収入 2,008,875,578

    その他の収入 1,067,180,258

  臨時支出 1,222,086,681

    災害復旧事業費支出 1,172,408,222

    その他の支出 49,678,459

  臨時収入 733,621,672

業務活動収支 5,516,942,363

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,477,403,914

    公共施設等整備費支出 2,629,787,007

    基金積立金支出 1,431,599,907

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,416,017,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,193,913,483

    国県等補助金収入 748,725,996

    基金取崩収入 67,258,285

    貸付金元金回収収入 2,378,721,800

    資産売却収入 -792,598

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,283,490,431

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,532,358,268

    地方債等償還支出 3,532,358,268

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,107,500,000

    地方債等発行収入 3,107,500,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 86,839,857

本年度歳計外現金増減額 -5,617,461

本年度末歳計外現金残高 81,222,396

本年度末現金預金残高 8,123,251,745

財務活動収支 -424,858,268

本年度資金収支額 1,808,593,664

前年度末資金残高 6,233,435,685

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 8,042,029,349


