
報告書（財務諸表）
自治体名：平塚市

会計：

年度：

期間：

平成24年度

2012/04～2013/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【資産の部】

　１．金融資産 23,617,270

　　資金 1,427,885

　　金融資産（資金を除く） 22,189,385

　　　債権 3,889,364

　　　　税等未収金 3,180,266

　　　　未収金 751,841

　　　　貸付金 178,280

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -221,023

　　　有価証券 142,470

　　　投資等 18,157,551

　　　　出資金 1,011,749

　　　　基金・積立金 15,499,721

　　　　　財政調整基金 6,487,755

　　　　　減債基金

　　　　　その他の基金・積立金 9,011,965

　　　　その他の投資 1,646,081

　２．非金融資産 553,062,061

　　事業用資産 165,026,440

　　　有形固定資産 165,026,062

　　　　土地 102,606,397

　　　　立木竹

　　　　建物 45,413,502

　　　　工作物 767,019

　　　　機械器具 10,670

　　　　物品 4,165,283

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産 469,739

　　　　建設仮勘定 11,593,452

　　　無形固定資産 378

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 378

　　　　電話加入権

　　　　その他の無形固定資産

　　　棚卸資産

　　インフラ資産 388,035,621

　　　公共用財産用地 351,676,699

　　　公共用財産施設 36,358,922

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定

　　繰延資産

資産合計 576,679,331

1



報告書（財務諸表）
自治体名：平塚市

会計：

年度：

期間：

平成24年度

2012/04～2013/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【負債の部】

　１．流動負債 7,780,566

　　未払金及び未払費用 1,637,062

　　前受金及び前受収益

　　引当金 788,867

　　　賞与引当金 788,867

　　預り金（保管金等） 961,526

　　公債（短期） 4,393,112

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 58,967,258

　　公債 46,227,642

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 12,739,616

　　　退職給付引当金 12,739,616

　　　損失補償等引当金

　　　その他の引当金

　　その他の非流動負債

負債合計 66,747,824

【純資産の部】

　財源 1,134,139

　資産形成充当財源（調達源泉別） 29,843,850

　　税収 4,395,577

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等 -1,199,979

　　その他の財源の調達 26,652,811

　　評価・換算差額等 -4,560

　その他の純資産 478,953,518

　　開始時未分析残高 478,953,518

　　その他純資産

純資産合計 509,931,507

負債・純資産合計 576,679,331
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報告書（財務諸表）
自治体名：平塚市

会計：

年度：

期間：

平成24年度

2012/04～2013/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

行政コスト計算書（PL）

普通会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 31,380,289

　　①人件費 16,256,410

　　　議員歳費 182,532

　　　職員給料 6,423,885

　　　賞与引当金繰入

　　　退職給付費用 1,264,625

　　　その他の人件費 8,385,368

　　②物件費 6,533,657

　　　消耗品費 964,904

　　　維持補修費 1,266,724

　　　減価償却費 3,441,892

　　　その他の物件費 860,136

　　③経費 7,428,312

　　　業務費 36,780

　　　委託費 5,966,398

　　　貸倒引当金繰入 186,853

　　　その他の経費 1,238,281

　　④業務関連費用 1,161,910

　　　公債費（利払分） 685,458

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 476,452

　２．移転支出 35,176,461

　　①他会計への移転支出 9,494,778

　　②補助金等移転支出 5,802,340

　　③社会保障関係費等移転支出 19,696,163

　　④その他の移転支出 183,180

　経常費用合計（総行政コスト） 66,556,750

【経常収益】

　経常業務収益 4,421,068

　　①業務収益 3,893,090

　　　自己収入 3,480,988

　　　その他の業務収益 412,102

　　②業務関連収益 527,978

　　　受取利息等 35,417

　　　資産売却益 52,094

　　　その他の業務関連収益 440,466

　経常収益合計 4,421,068

純経常費用（純行政コスト） 62,135,682
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報告書（財務諸表）
自治体名：平塚市

会計：

年度：

期間：

平成24年度

2012/04～2013/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

純資産変動計算書（NW）

普通会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 80,290,256

　　①純経常費用への財源措置 62,135,682

　　②固定資産形成への財源措置 12,726,957

　　　事業用資産形成への財源措置 11,716,541

　　　インフラ資産形成への財源措置 1,010,415

　　③長期金融資産形成への財源措置 3,942,967

　　④その他の財源の使途 1,484,650

　　　直接資本減耗 1,484,650

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 77,209,969

　　①税収 46,247,119

　　②社会保険料

　　③移転収入 22,737,317

　　　他会計からの移転収入 250,000

　　　補助金等移転収入 22,297,162

　　　　国庫支出金 17,311,171

　　　　都道府県等支出金 4,985,991

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 190,155

　　④その他の財源の調達 8,225,533

　　　固定資産売却収入（元本分）

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 3,298,991

　　　その他財源調達 4,926,542

　当期財源変動額 -3,080,286

　期首財源残高 4,214,425

　期末財源残高 1,134,139

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 11,718,526

　　①固定資産の減少 1,053,712

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 1,036,160

　　　除売却相当額 17,552

　　②固定資産の増加 12,772,237

　　　固定資産形成 12,726,957

　　　無償所管換等 45,280

　２．長期金融資産の変動 643,976

　　①長期金融資産の減少 3,298,991

　　②長期金融資産の増加 3,942,967

　３．評価・換算差額等の変動 9,546

　　①評価・換算差額等の減少

　　　再評価損

　　　その他評価額等減少

　　②評価・換算差額等の増加 9,546

　　　再評価益 9,546

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 12,372,048

　期首資産形成充当財源残高 17,471,802

　期末資産形成充当財源残高 29,843,850

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -3,890,382

　２．その他純資産の変動

　　その他純資産の減少

　　その他純資産の増加

　当期その他の純資産変動額 -3,890,382

　期首その他の純資産残高 482,843,901

　期末その他の純資産残高 478,953,518

当期純資産変動額 5,401,379

期首純資産残高 504,530,128

期末純資産残高 509,931,507
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報告書（財務諸表）
自治体名：平塚市

会計：

年度：

期間：

平成24年度

2012/04～2013/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

資金収支計算書（CF）

普通会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 62,261,980

　　　①経常業務費用支出 27,085,519

　　　　人件費支出 16,566,636

　　　　物件費支出 3,091,764

　　　　経費支出 7,241,459

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 185,660

　　　②移転支出 35,176,461

　　　　他会計への移転支出 9,494,778

　　　　補助金等移転支出 5,802,340

　　　　社会保障関係費等移転支出 19,696,163

　　　　その他の移転支出 183,180

　　２．経常的収入 72,816,969

　　　①租税収入 46,115,277

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 3,964,375

　　　　経常収益収入 3,486,988

　　　　業務関連収益収入 477,387

　　　④移転収入 22,737,317

　　　　他会計からの移転収入 250,000

　　　　補助金等移転収入 22,297,162

　　　　その他の移転収入 190,155

　経常的収支 10,554,989

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 17,037,072

　　　①固定資産形成支出 13,094,105

　　　②長期金融資産形成支出 3,942,967

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 3,351,085

　　　①固定資産売却収入 52,094

　　　②長期金融資産償還収入 3,298,991

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -13,685,986

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 5,886,358

　　　①支払利息支出 685,458

　　　　公債費（利払分）支出 685,458

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 5,200,899

　　　　公債費（元本分）支出 4,253,742

　　　　　公債（短期）元本償還支出 4,253,742

　　　　　公債元本償還支出

　　　　借入金元本償還支出

　　　　　短期借入金元本償還支出

　　　　　借入金元本償還支出

　　　　その他の元本償還支出 947,157

　　２．財務的収入 8,893,726

　　　①公債発行収入 7,932,200

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 7,932,200

　　　②借入金収入

　　　　短期借入金収入

　　　　借入金収入

　　　③その他の財務的収入 961,526

　財務的収支 3,007,368

当期資金収支額 -123,629

期首資金残高 1,551,515

期末資金残高 1,427,885
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