
平成26年度　裾野市財務書類4表（普通会計・連結ベース）を公表します

裾野市の連結範囲

　市の財政状況を市民の皆様により詳しくお知らせするため、総務省が新たに示した統一的な基準に基づく財務書類(普通会計財務書類４表、連結
ベース財務書類４表)を公表します。これは一般会計や特別会計、市が一定割合以上出資している関係法人などを対象とした連結財務書類です。
　市では平成25年度決算まで「総務省方式改定モデル」に基づく財務書類を作成してきました。しかし平成26年4月に、総務省から財務書類作成につい
て「統一的な基準」が示され、平成29年度末までにこの基準による財務書類を作成するよう要請がありました。当市では平成26年度決算分からこの基
準を用いた財務書類を作成しています。
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１　連結貸借対照表について

▼貸借対照表の中で使われている主な用語について説明します。

公共資産のうち、ソフトウェアや電話加入権など
投資及び出資金
長期延滞債権

市が保有する有価証券や、公営企業・関係団体への出資金等
決算における地方税等の収入未済額のうち、延滞が長期に及んでいるもの
原則として1年以内に現金化される資産流動資産

地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われるもの
固定負債
地方債

返済期限が1年以内の債務
全職員が年度末に普通退職したと仮定した場合に必要な退職手当の見込額退職手当引当金

連結貸借対照表は、連結団体全体がどれほどの資産を所有し、債務を負っているかのバランスを明らかにしています。資産と、その資産をどのような財源
(負債や純資産)で賄ってきたかがわかります。左側が資産で、右側が負債と純資産(資産と負債の差額)になっています。

流動負債

返済期限が1年を超える債務

固定資産
有形固定資産
無形固定資産

市が所有する資産のうち、長期間にわたって行政サービスの提供に用いられる固定資産
公共資産のうち、土地や建物等の不動産で、保有が長期に及ぶもの

貸借対照表の用語 解　　説



自治体名：裾野市 年度：平成26年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 99,317,622,693

    有形固定資産 94,388,035,144

      事業用資産 37,411,981,376

        土地 17,697,209,191

        立木竹 0

        建物 34,453,600,209

        建物減価償却累計額 -18,709,108,669

        工作物 5,893,660,930

        工作物減価償却累計額 -3,367,330,837

        船舶 0

        船舶減価償却累計額 0

        浮標等 0

        浮標等減価償却累計額 0

        航空機 0

        航空機減価償却累計額 0

        その他 208,365,239

        その他減価償却累計額 -110,425,304

        建設仮勘定 1,346,010,617

      インフラ資産 56,437,303,436

        土地 11,601,676,443

        建物 1,018,836,563

        建物減価償却累計額 -498,363,336

        工作物 77,451,467,253

        工作物減価償却累計額 -33,897,839,504

        その他 1,759,939,920

        その他減価償却累計額 -1,163,537,783

        建設仮勘定 165,123,880

      物品 2,372,678,472

      物品減価償却累計額 -1,833,928,140

    無形固定資産 68,420,852

      ソフトウェア 49,861,946

      その他 18,558,906

    投資その他の資産 4,861,166,697

      投資及び出資金 235,243,390

        有価証券 3,954,390

        出資金 144,289,000

        その他 87,000,000

      投資損失引当金 0

      長期延滞債権 451,857,273

      長期貸付金 311,054,300

      基金 3,843,126,056

        減債基金 235,277,488

        その他 3,607,848,568

      その他 65,894,000

      徴収不能引当金 -46,008,322

  流動資産 10,787,224,327

    現金預金 3,547,179,719

    未収金 244,271,720

    短期貸付金 0

    基金 6,167,044,579

      財政調整基金 6,167,044,579

      減債基金 0

    棚卸資産 848,192,213

    その他 4,559,000

    徴収不能引当金 -24,022,904

資産合計 110,104,847,020

【負債の部】

報告書（財務諸表）

金額
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  固定負債 31,877,704,017

    地方債 25,782,516,109

    長期未払金 0

    退職手当引当金 2,821,653,080

    損失補償等引当金 0

    その他 3,273,534,828

  流動負債 2,672,747,405

    １年内償還予定地方債 1,937,693,613

    未払金 35,947,000

    未払費用 1,517,100

    前受金 0

    前受収益 15,750

    賞与等引当金 206,474,228

    預り金 39,241,226

    その他 451,858,488

負債合計 34,550,451,422

【純資産の部】

  固定資産等形成分 105,484,667,272

  余剰分（不足分） -29,930,271,674

純資産合計 75,554,395,598

負債及び純資産合計 110,104,847,020

資産合計（１１０，１０４，８４７，０２０）＝負債合計（３４，５５０，４５１，４２２）＋純資産合計（７５，５５４，３９５，５９８）
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▼行政コスト計算書の中で使われている主な用語について説明します。

行政コスト計算書の用語

経常費用
業務費用
移転費用
経常収益
使用料
手数料
経常行政コスト
社会保障給付

経常行政コストの総額から、経常収益(使用料・手数料、寄附金等)を差し引いた額
児童手当の給付、高齢者や障害者への援護措置、生活保護などの福祉的な経費

連結行政コスト計算書は、企業会計では損益計算書といわれているものですが、利益の追求を目的とする企業とは違い、営利を目的としない市などの行政サービスの提供に
どれだけの費用(コスト)がかかったか、その内容の分析を行うことを目的としています。

２　連結行政コスト計算書について

毎会計年度、経常的に発生する収益
市の施設を利用した際に徴収する金額の調定額
戸籍や住民票、税務証明の発行等に対し徴収する金額の調定額

補助金や社会保障給付などの費用

解　　説
毎会計年度、経常的に発生する費用
職員給与などの人件費や委託料、旅費などの費用



自治体名：裾野市 年度：平成26年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 28,565,522,129

    業務費用 12,010,350,908

      人件費 3,444,080,704

        職員給与費 3,574,377,276

        賞与等引当金繰入額 202,410,893

        退職手当引当金繰入額 -482,755,000

        その他 150,047,535

      物件費等 7,781,172,502

        物件費 4,381,617,984

        維持補修費 490,876,584

        減価償却費 2,830,528,017

        その他 78,149,917

      その他の業務費用 785,097,702

        支払利息 464,403,019

        徴収不能引当金繰入額 70,031,226

        その他 250,663,457

    移転費用 16,555,171,221

      補助金等 13,395,497,464

      社会保障給付 2,754,961,895

      他会計への繰出金 0

      その他 404,711,862

  経常収益 2,093,743,763

    使用料及び手数料 1,323,456,240

    その他 770,287,523

純経常行政コスト 26,471,778,366

  臨時損失 5,368,659

    災害復旧事業費 0

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 0

    損失補償等引当金繰入額 0

    その他 5,368,659

  臨時利益 0

    資産売却益 0

    その他 0

純行政コスト 26,477,147,025

純行政コスト（２６，４７７，１４７，０２５）＝純資産変動計算書（NW)　純行政コスト（△）（２６，４７７，１４７，０２５）

報告書（財務諸表）

金額
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▼純資産変動計算書の中で使われている主な用語について説明します。


3　連結純資産変動計算書について

連結純資産変動計算書は、連結団体全体の純資産（資産から負債を引いた額）が、今年度中にどのように増減したかを明らかにします。

純資産変動計算書の用語

前年度末純資産残高

純行政コスト

前年度末の純資産の額。対して期末純資産残高は当年度末の純資産の額。期首残高から期末残高を差
し引いた額が当該年度の増減額になる。

解　　説

経常行政コストの総額から、受益者負担金等の経常収益を差し引いた額。行政コスト計算書により算定さ
れる。



自治体名：裾野市 年度：平成26年度

会計：連結会計   

純資産変動計算書(NW) （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 73,939,836,916 104,859,605,091 -30,919,768,175

  純行政コスト（△） -26,477,147,025 -26,477,147,025

  財源 28,090,413,941 28,090,413,941

    税収等 20,610,594,591 20,610,594,591

    国県等補助金 7,479,819,350 7,479,819,350

  本年度差額 1,613,266,916 1,613,266,916

  固定資産等の変動（内部変動） 623,780,415 -623,780,415

    有形固定資産等の増加 3,019,169,242 -3,019,169,242

    有形固定資産等の減少 -2,832,065,211 2,832,065,211

    貸付金・基金等の増加 2,179,555,568 -2,179,555,568

    貸付金・基金等の減少 -1,742,879,184 1,742,879,184

  資産評価差額 1,290,300 1,290,300

  無償所管換等 1,466 1,466

  その他 0 0 0

  本年度純資産変動額 1,614,558,682 625,072,181 989,486,501

本年度末純資産残高 75,554,395,598 105,484,677,272 -29,930,281,674

純行政コスト（△）（２６，４７７，１４７，０２５）＝行政コスト計算書（PL)　純行政コスト（２６，４７７，１４７，０２５）

本年度末純資産残高（７５，５５４，３９５，５９８）＝貸借対照表（BS)　純資産（７５，５５４，３９５，５９８）

報告書（財務諸表）

本年度純資産変動額　　　本年度末純資産残高（７５，５５４，３９５，５９８）－前年度末純資産残高（７３，９３９，８３６，９１６）＝１，６１４，５５８，６８２
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４　連結資金収支計算書について

▼資金収支計算書の中で使われている主な用語について説明します。
資金収支計算書の用語

業務活動収支
投資活動収支
財務活動収支 地方債の元利償還、発行額の収支等

連結資金収支計算書はキャッシュフローと言われるもので、「キャッシュ = お金」の「フロー = 流れ」を明らかにします。連結団体全体の収支を
その性質に応じて、経常的収支、公共資産整備収支、投資・財務的収支に区分して表示し、どのような活動に資金が必要なのかを知ることが
できます。加えて、普通会計の基礎的財政収支(借金せずに税収などで賄えているかどうかをみる指標・プライマリーバランス)を説明すること
もできます。

経常的な行政活動の収支で、投資・財務的収支には含まれないもの
解　　説

公共資産の整備にかかる収支



自治体名：裾野市 年度：平成26年度

会計：連結会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 26,032,213,443

    業務費用支出 9,478,936,898

      人件費支出 3,722,637,810

      物件費等支出 5,188,600,464

      支払利息支出 464,403,019

      その他の支出 103,295,605

    移転費用支出 16,553,276,545

      補助金等支出 13,395,497,464

      社会保障給付支出 2,754,961,895

      他会計への繰出支出 0

      その他の支出 402,817,186

  業務収入 28,670,655,280

    税収等収入 20,668,656,352

    国県等補助金収入 6,083,369,584

    使用料及び手数料収入 1,346,405,661

    その他の収入 572,223,683

  臨時支出 5,368,659

    災害復旧事業費支出 0

    その他の支出 5,368,659

  臨時収入 431,141,766

業務活動収支 3,064,214,944

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,140,165,251

    公共施設等整備費支出 2,963,904,116

    基金積立金支出 1,312,418,956

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 797,948,179

    その他の支出 65,894,000

  投資活動収入 2,623,703,908

    国県等補助金収入 965,308,000

    基金取崩収入 823,183,906

    貸付金元金回収収入 793,658,539

    資産売却収入 0

    その他の収入 41,553,463

投資活動収支 -2,516,461,343

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,495,137,989

    地方債償還支出 2,101,654,863

    その他の支出 393,483,126

  財務活動収入 2,258,598,257

    地方債発行収入 1,807,200,000

    その他の収入 451,398,257

財務活動収支 -236,539,732

本年度資金収支額 311,213,869

前年度末資金残高 3,197,381,589

本年度末資金残高 3,508,595,458

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：裾野市 年度：平成26年度

会計：一般会計等(普通会計）   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 79,806,527,218

    有形固定資産 75,423,232,574

      事業用資産 36,143,483,390

        土地 17,697,209,191

        立木竹 0

        建物 33,161,556,203

        建物減価償却累計額 -18,685,562,649

        工作物 5,893,660,930

        工作物減価償却累計額 -3,367,330,837

        船舶 0

        船舶減価償却累計額 0

        浮標等 0

        浮標等減価償却累計額 0

        航空機 0

        航空機減価償却累計額 0

        その他 208,365,239

        その他減価償却累計額 -110,425,304

        建設仮勘定 1,346,010,617

      インフラ資産 38,743,614,726

        土地 11,215,167,760

        建物 47,895,001

        建物減価償却累計額 -43,549,744

        工作物 50,926,482,493

        工作物減価償却累計額 -23,495,236,784

        その他 0

        その他減価償却累計額 0

        建設仮勘定 92,856,000

      物品 2,364,024,855

      物品減価償却累計額 -1,827,890,397

    無形固定資産 47,935,452

      ソフトウェア 47,935,346

      その他 106

    投資その他の資産 4,335,359,192

      投資及び出資金 148,243,390

        有価証券 3,954,390

        出資金 144,289,000

        その他 0

      投資損失引当金 0

      長期延滞債権 196,950,935

      長期貸付金 311,054,300

      基金 3,633,058,585

        減債基金 235,277,488

        その他 3,397,781,097

      その他 65,894,000

      徴収不能引当金 -19,842,018

  流動資産 7,411,843,861

    現金預金 975,114,085

    未収金 110,084,990

    短期貸付金 0

    基金 6,147,817,972

      財政調整基金 6,147,817,972

      減債基金 0

    棚卸資産 189,923,490

    その他 0

    徴収不能引当金 -11,096,676

資産合計 87,218,371,079

【負債の部】

報告書（財務諸表）

金額
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  固定負債 20,997,569,042

    地方債 18,105,783,588

    長期未払金 0

    退職手当引当金 2,805,723,000

    損失補償等引当金 0

    その他 86,062,454

  流動負債 1,729,090,390

    １年内償還予定地方債 1,498,843,852

    未払金 0

    未払費用 0

    前受金 0

    前受収益 0

    賞与等引当金 191,662,277

    預り金 38,584,261

    その他 0

負債合計 22,726,659,432

【純資産の部】

  固定資産等形成分 85,954,345,190

  余剰分（不足分） -21,462,633,543

純資産合計 64,491,711,647

負債及び純資産合計 87,218,371,079

資産合計（８７，２１８，３７１，０７９）＝負債合計（２２，７２６，６５９，４３２）＋純資産合計（６４，４９１，７１１，６４７）
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自治体名：裾野市 年度：平成26年度

会計：一般会計等（普通会計）   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 16,214,830,892

    業務費用 9,787,968,571

      人件費 3,147,161,395

        職員給与費 3,323,794,631

        賞与等引当金繰入額 191,662,277

        退職手当引当金繰入額 -482,755,000

        その他 114,459,487

      物件費等 6,300,893,456

        物件費 3,696,770,044

        維持補修費 468,183,516

        減価償却費 2,126,704,635

        その他 9,235,261

      その他の業務費用 339,913,720

        支払利息 270,217,144

        徴収不能引当金繰入額 30,938,694

        その他 38,757,882

    移転費用 6,426,862,321

      補助金等 1,950,220,957

      社会保障給付 2,754,562,025

      他会計への繰出金 1,345,210,324

      その他 376,869,015

  経常収益 685,772,223

    使用料及び手数料 199,705,157

    その他 486,067,066

純経常行政コスト 15,529,058,669

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 0

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 0

    損失補償等引当金繰入額 0

    その他 0

  臨時利益 0

    資産売却益 0

    その他 0

純行政コスト 15,529,058,669

純行政コスト（１５，５２９，０５８，６６９）＝純資産変動計算書（NW)　純行政コスト（△）（１５，５２９，０５８，６６９）

報告書（財務諸表）
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自治体名：裾野市 年度：平成26年度

会計：一般会計等（普通会計）   

純資産変動計算書(NW) （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 63,263,785,893 85,200,246,183 -21,936,460,290

  純行政コスト（△） -15,529,058,669 -15,529,058,669

  財源 16,755,692,657 16,755,692,657

    税収等 13,282,206,891 13,282,206,891

    国県等補助金 3,473,485,766 3,473,485,766

  本年度差額 1,226,633,988 1,226,633,988

  固定資産等の変動（内部変動） 752,807,241 -752,807,241

    有形固定資産等の増加 2,488,135,391 -2,488,135,391

    有形固定資産等の減少 -2,126,704,635 2,126,704,635

    貸付金・基金等の増加 1,974,164,937 -1,974,164,937

    貸付金・基金等の減少 -1,582,788,452 1,582,788,452

  資産評価差額 1,290,300 1,290,300

  無償所管換等 1,466 1,466

  その他 0 0 0

  本年度純資産変動額 1,227,925,754 754,099,007 473,826,747

本年度末純資産残高 64,491,711,647 85,954,345,190 -21,462,633,543

純行政コスト（△）（１５，５２９，０５８，６６９）＝行政コスト計算書（PL)　純行政コスト（１５，５２９，０５８，６６９）

本年度末純資産残高（６４，４９１，７１１，６４７）＝貸借対照表（BS)　純資産（６４，４９１，７１１，６４７）

純資産増減額　　　本年度末純資産残高（６４，４９１，７１１，６４７）－前年度末純資産残高（６３，２６３，７８５，８９３）＝１，２２７，９２５，７５４

報告書（財務諸表）
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自治体名：裾野市 年度：平成26年度

会計：一般会計等（普通会計）   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 14,389,953,334

    業務費用支出 7,963,091,013

      人件費支出 3,438,254,118

      物件費等支出 4,254,619,751

      支払利息支出 270,217,144

      その他の支出 0

    移転費用支出 6,426,862,321

      補助金等支出 1,950,220,957

      社会保障給付支出 2,754,562,025

      他会計への繰出支出 1,345,210,324

      その他の支出 376,869,015

  業務収入 16,080,069,260

    税収等収入 13,316,327,512

    国県等補助金収入 2,077,036,000

    使用料及び手数料収入 199,599,837

    その他の収入 487,105,911

  臨時支出 0

    災害復旧事業費支出 0

    その他の支出 0

  臨時収入 431,141,766

業務活動収支 2,121,257,692

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,462,300,328

    公共施設等整備費支出 2,488,135,391

    基金積立金支出 1,110,362,758

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 797,908,179

    その他の支出 65,894,000

  投資活動収入 2,464,993,430

    国県等補助金収入 965,308,000

    基金取崩収入 706,066,891

    貸付金元金回収収入 793,618,539

    資産売却収入 0

    その他の収入 0

投資活動収支 -1,997,306,898

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,682,108,719

    地方債償還支出 1,682,108,719

    その他の支出 0

  財務活動収入 1,664,600,000

    地方債発行収入 1,639,600,000

    その他の収入 25,000,000

財務活動収支 -17,508,719

本年度資金収支額 106,442,075

前年度末資金残高 830,087,749

本年度末資金残高 936,529,824

報告書（財務諸表）

金額

5/5


	前文（広報紙）
	連結バランスシート
	連結行政コスト計算書
	連結純資産変動計算書
	連結資金収支計算書

