
報告書（財務諸表）
自治体名：平塚市

会計：

年度：

期間：

平成25年度

2013/04～2014/03

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 22,146,683

　　資金 2,177,220

　　金融資産（資金を除く） 19,969,463

　　　債権 3,640,968

　　　　税等未収金 2,935,036

　　　　未収金 781,203

　　　　貸付金 171,687

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -246,958

　　　有価証券 142,470

　　　投資等 16,186,025

　　　　出資金 1,011,749

　　　　基金・積立金 13,790,090

　　　　　財政調整基金 7,090,173

　　　　　減債基金

　　　　　その他の基金・積立金 6,699,917

　　　　その他の投資 1,384,186

　２．非金融資産 556,742,694

　　事業用資産 166,826,373

　　　有形固定資産 166,826,184

　　　　土地 102,640,945

　　　　立木竹

　　　　建物 52,810,935

　　　　工作物 665,842

　　　　機械器具 5,096

　　　　物品 4,216,937

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産 536,107

　　　　建設仮勘定 5,950,322

　　　無形固定資産 189

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 189

　　　　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 389,916,321

　　　公共用財産用地 352,109,518

　　　公共用財産施設 37,806,803

　　　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 578,889,377
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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25年度

2013/04～2014/03

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 7,689,046

　　未払金及び未払費用 1,374,824

　　前受金及び前受収益

　　引当金 785,275

　　　賞与引当金 785,275

　　預り金（保管金等） 1,015,599

　　公債（短期） 4,513,348

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 60,102,840

　　公債 47,254,194

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 12,848,646

　　　退職給付引当金 12,848,646

　　　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 67,791,886

【純資産の部】

　財源 597,608

　資産形成充当財源（調達源泉別） 35,360,727

　　税収 3,632,713

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等 -1,199,979

　　その他の財源の調達 32,932,552

　　評価・換算差額等 -4,560

　その他の純資産 475,139,156

　　開始時未分析残高 475,139,156

　　その他純資産

純資産合計 511,097,492

負債・純資産合計 578,889,377
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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25年度

2013/04～2014/03

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 31,281,506

　　①人件費 16,007,329

　　　議員歳費 182,539

　　　職員給料 6,379,140

　　　賞与引当金繰入

　　　退職給付費用 1,132,594

　　　その他の人件費 8,313,057

　　②物件費 6,639,121

　　　消耗品費 953,022

　　　維持補修費 1,199,530

　　　減価償却費 3,689,776

　　　その他の物件費 796,793

　　③経費 7,251,726

　　　業務費 38,933

　　　委託費 5,964,439

　　　貸倒引当金繰入 212,789

　　　その他の経費 1,035,565

　　④業務関連費用 1,383,329

　　　公債費（利払分） 651,120

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 732,209

　２．移転支出 35,682,697

　　①他会計への移転支出 9,470,064

　　②補助金等移転支出 6,178,487

　　③社会保障関係費等移転支出 19,794,361

　　④その他の移転支出 239,785

　経常費用合計（総行政コスト） 66,964,203

【経常収益】

　経常業務収益 4,984,557

　　①業務収益 3,940,963

　　　自己収入 3,525,675

　　　その他の業務収益 415,288

　　②業務関連収益 1,043,594

　　　受取利息等 20,589

　　　資産売却益 36,630

　　　その他の業務関連収益 986,375

　経常収益合計 4,984,557

純経常費用（純行政コスト） 61,979,646
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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25年度

2013/04～2014/03

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 76,365,490

　　①純経常費用への財源措置 61,979,646

　　②固定資産形成への財源措置 8,554,095

　　　事業用資産形成への財源措置 5,173,346

　　　インフラ資産形成への財源措置 3,380,750

　　③長期金融資産形成への財源措置 4,331,700

　　④その他の財源の使途 1,500,049

　　　直接資本減耗 1,500,049

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 75,828,960

　　①税収 46,714,100

　　②社会保険料

　　③移転収入 17,877,454

　　　他会計からの移転収入 250,000

　　　補助金等移転収入 17,437,994

　　　　国庫支出金 12,839,220

　　　　都道府県等支出金 4,598,774

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 189,460

　　④その他の財源の調達 11,237,405

　　　固定資産売却収入（元本分）

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 6,047,580

　　　その他財源調達 5,189,825

　当期財源変動額 -536,530

　期首財源残高 1,134,139

　期末財源残高 597,608

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 7,232,757

　　①固定資産の減少 1,375,463

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 1,375,463

　　　除売却相当額

　　②固定資産の増加 8,608,220

　　　固定資産形成 8,554,095

　　　無償所管換等 54,125

　２．長期金融資産の変動 -1,715,880

　　①長期金融資産の減少 6,047,580

　　②長期金融資産の増加 4,331,700

　３．評価・換算差額等の変動

　　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

　　　再評価益

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 5,516,877

　期首資産形成充当財源残高 29,843,850

　期末資産形成充当財源残高 35,360,727

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -3,814,362

　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 -3,814,362

　期首その他の純資産残高 478,953,518

　期末その他の純資産残高 475,139,156

当期純資産変動額 1,165,985

期首純資産残高 509,931,507

期末純資産残高 511,097,492
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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25年度

2013/04～2014/03

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 61,801,560

　　　①経常業務費用支出 26,118,862

　　　　人件費支出 15,901,891

　　　　物件費支出 2,949,345

　　　　経費支出 7,038,937

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 228,689

　　　②移転支出 35,682,697

　　　　他会計への移転支出 9,470,064

　　　　補助金等移転支出 6,178,487

　　　　社会保障関係費等移転支出 19,794,361

　　　　その他の移転支出 239,785

　　２．経常的収入 69,064,976

　　　①租税収入 46,641,772

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 4,545,750

　　　　経常収益収入 3,534,137

　　　　業務関連収益収入 1,011,613

　　　④移転収入 17,877,454

　　　　他会計からの移転収入 250,000

　　　　補助金等移転収入 17,437,994

　　　　その他の移転収入 189,460

　経常的収支 7,263,417

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 13,148,033

　　　①固定資産形成支出 8,816,333

　　　②長期金融資産形成支出 4,331,700

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 6,084,210

　　　①固定資産売却収入 36,630

　　　②長期金融資産償還収入 6,047,580

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -7,063,823

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 6,005,758

　　　①支払利息支出 651,120

　　　　公債費（利払分）支出 651,120

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 5,354,638

　　　　公債費（元本分）支出 4,393,112

　　　　　公債（短期）元本償還支出 4,393,112

　　　　　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 961,526

　　２．財務的収入 6,555,499

　　　①公債発行収入 5,539,900

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 5,539,900

　　　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 1,015,599

　財務的収支 549,742

当期資金収支額 749,335

期首資金残高 1,427,885

期末資金残高 2,177,220
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