
報告書（財務諸表）
自治体名：平塚市

会計：

年度：

期間：

平成26年度

2014/04～2015/03

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 21,828,391

　　資金 2,846,055

　　金融資産（資金を除く） 18,982,335

　　　債権 4,060,057

　　　　税等未収金 2,708,664

　　　　未収金 930,088

　　　　貸付金 660,988

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -239,684

　　　有価証券 142,470

　　　投資等 14,779,809

　　　　出資金 1,011,749

　　　　基金・積立金 12,386,327

　　　　　財政調整基金 6,291,944

　　　　　減債基金

　　　　　その他の基金・積立金 6,094,383

　　　　その他の投資 1,381,732

　２．非金融資産 558,733,627

　　事業用資産 169,147,315

　　　有形固定資産 169,147,315

　　　　土地 102,667,466

　　　　立木竹

　　　　建物 51,106,213

　　　　工作物 576,251

　　　　機械器具 50,579

　　　　物品 4,935,948

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産 506,429

　　　　建設仮勘定 9,304,429

　　　無形固定資産

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア

　　　　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 389,586,311

　　　公共用財産用地 352,601,732

　　　公共用財産施設 36,984,580

　　　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 580,562,017
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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26年度

2014/04～2015/03

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 7,364,805

　　未払金及び未払費用 1,371,853

　　前受金及び前受収益

　　引当金 748,128

　　　賞与引当金 748,128

　　預り金（保管金等） 1,013,000

　　公債（短期） 4,231,824

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 62,677,111

　　公債 49,061,093

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 13,616,018

　　　退職給付引当金 13,616,018

　　　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 70,041,916

【純資産の部】

　財源 -1,053,799

　資産形成充当財源（調達源泉別） 40,201,760

　　税収 2,906,626

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等 -1,199,979

　　その他の財源の調達 38,499,672

　　評価・換算差額等 -4,560

　その他の純資産 471,372,141

　　開始時未分析残高 471,372,141

　　その他純資産

純資産合計 510,520,101

負債・純資産合計 580,562,017
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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26年度

2014/04～2015/03

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 33,538,789

　　①人件費 17,050,527

　　　議員歳費 182,532

　　　職員給料 6,466,675

　　　賞与引当金繰入

　　　退職給付費用 1,961,210

　　　その他の人件費 8,440,109

　　②物件費 6,883,639

　　　消耗品費 983,101

　　　維持補修費 1,439,131

　　　減価償却費 3,656,723

　　　その他の物件費 804,685

　　③経費 8,302,918

　　　業務費 37,027

　　　委託費 6,995,794

　　　貸倒引当金繰入 205,514

　　　その他の経費 1,064,582

　　④業務関連費用 1,301,706

　　　公債費（利払分） 586,456

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 715,249

　２．移転支出 37,344,639

　　①他会計への移転支出 9,622,256

　　②補助金等移転支出 7,367,488

　　③社会保障関係費等移転支出 20,181,517

　　④その他の移転支出 173,377

　経常費用合計（総行政コスト） 70,883,428

【経常収益】

　経常業務収益 4,437,159

　　①業務収益 3,551,382

　　　自己収入 2,986,743

　　　その他の業務収益 564,639

　　②業務関連収益 885,777

　　　受取利息等 16,103

　　　資産売却益 11,024

　　　その他の業務関連収益 858,650

　経常収益合計 4,437,159

純経常費用（純行政コスト） 66,446,269
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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26年度

2014/04～2015/03

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 79,662,764

　　①純経常費用への財源措置 66,446,269

　　②固定資産形成への財源措置 7,190,349

　　　事業用資産形成への財源措置 5,932,695

　　　インフラ資産形成への財源措置 1,257,654

　　③長期金融資産形成への財源措置 4,438,482

　　④その他の財源の使途 1,587,664

　　　直接資本減耗 1,587,664

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 78,011,357

　　①税収 47,541,672

　　②社会保険料

　　③移転収入 19,872,871

　　　他会計からの移転収入 250,000

　　　補助金等移転収入 19,353,508

　　　　国庫支出金 14,003,632

　　　　都道府県等支出金 5,349,876

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 269,363

　　④その他の財源の調達 10,596,813

　　　固定資産売却収入（元本分）

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 5,352,426

　　　その他財源調達 5,244,387

　当期財源変動額 -1,651,408

　期首財源残高 597,608

　期末財源残高 -1,053,799

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 5,754,978

　　①固定資産の減少 1,477,371

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 1,477,371

　　　除売却相当額

　　②固定資産の増加 7,232,349

　　　固定資産形成 7,190,349

　　　無償所管換等 42,000

　２．長期金融資産の変動 -913,944

　　①長期金融資産の減少 5,352,426

　　②長期金融資産の増加 4,438,482

　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 4,841,033

　期首資産形成充当財源残高 35,360,727

　期末資産形成充当財源残高 40,201,760

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -3,767,016

　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 -3,767,016

　期首その他の純資産残高 475,139,156

　期末その他の純資産残高 471,372,141

当期純資産変動額 -577,390

期首純資産残高 511,097,492

期末純資産残高 510,520,101
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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26年度

2014/04～2015/03

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 65,202,580

　　　①経常業務費用支出 27,857,941

　　　　人件費支出 16,320,302

　　　　物件費支出 3,226,917

　　　　経費支出 8,097,403

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 213,319

　　　②移転支出 37,344,639

　　　　他会計への移転支出 9,622,256

　　　　補助金等移転支出 7,367,488

　　　　社会保障関係費等移転支出 20,181,517

　　　　その他の移転支出 173,377

　　２．経常的収入 71,203,446

　　　①租税収入 47,443,146

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 3,887,430

　　　　経常収益収入 3,004,934

　　　　業務関連収益収入 882,495

　　　④移転収入 19,872,871

　　　　他会計からの移転収入 250,000

　　　　補助金等移転収入 19,353,508

　　　　その他の移転収入 269,363

　経常的収支 6,000,867

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 11,631,802

　　　①固定資産形成支出 7,193,320

　　　②長期金融資産形成支出 4,438,482

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 5,363,450

　　　①固定資産売却収入 11,024

　　　②長期金融資産償還収入 5,352,426

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -6,268,351

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 6,120,781

　　　①支払利息支出 586,456

　　　　公債費（利払分）支出 586,456

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 5,534,325

　　　　公債費（元本分）支出 4,518,726

　　　　　公債（短期）元本償還支出 4,518,726

　　　　　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 1,015,599

　　２．財務的収入 7,057,100

　　　①公債発行収入 6,044,100

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 6,044,100

　　　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 1,013,000

　財務的収支 936,319

当期資金収支額 668,835

期首資金残高 2,177,220

期末資金残高 2,846,055
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