
  平成27年度財務書類　公表
　　新地方公会計制度に基づく統一的な基準で作成

裾野市の連結範囲

                                                     

                                         裾野市土地開発公社 

                                               静岡県芦湖水利組合 

                                               裾野・長泉清掃施設組合 

                                                                                                   富士山南東消防組合 

                                               裾野市振興公社 
                                               駿豆学園管理組合 

                                               静岡県後期高齢者医療連合 
                                                                                                   静岡県地方税滞納整理機構 
                                                                                                   静岡県市町総合事務組合 

                            

                 国民健康保険特別会計 

                     後期高齢者医療事業特別会計 

                     介護保険特別会計 

                     十里木高原簡易水道特別会計 
                     下水道事業特別会計  

                                         水道事業会計 

 

 一般会計 

 土地取得特別会計 
 墓地事業特別会計 

普通会計 

市全体 

連結グループ 

 市の財政状況を市民の皆さんにより詳しくお知らせするため、総務省が示した「統一的な基準」

に基づく財務書類４表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）を

公表します。 

 現行の予算・決算は、現金収支を議会の民主的統制下におくことで、予算の適正・確実な執行
を図るという観点から「現金主義会計」を採用しています。 
 しかし、現金支出を伴わないコスト（減価償却等）やストック情報（資産・負債）は把握すること
ができません。 
 統一的な基準に基づく財務書類は、これらの情報を把握するため「発生主義会計」を取り入れ
たもので、「現金主義会計」を補完するために整備するものです。 

次ページ以降に、財務書類の用語説明、連結財務書類、普通会計（一般会計等）を掲載します。 



貸借対照表（BS)

▼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。

貸借対照表の用語

固定資産

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

長期延滞債権

流動資産

固定負債

地方債

退職手当引当金

流動負債

返済期限が1年を超える債務

公共資産のうち、ソフトウェアや電話加入権など

市が保有する有価証券、公営企業・関係団体への出資金や基金等

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

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

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

原則として1年以内に現金化される資産

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

市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。市の資産と、
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。

解　　説



自治体名：裾野市 年度：平成27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 101,106,116,082

    有形固定資産 95,977,933,815

      事業用資産 38,618,599,082

        土地 18,369,901,412

        立木竹 0

        建物 37,735,226,022

        建物減価償却累計額 -21,801,754,042

        工作物 7,299,035,660

        工作物減価償却累計額 -3,549,497,000

        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 -152,098,351

        建設仮勘定 509,420,142

      インフラ資産 56,689,448,327

        土地 11,706,368,889

        建物 1,018,836,563

        建物減価償却累計額 -533,030,816

        工作物 78,960,054,683

        工作物減価償却累計額 -35,449,284,910

        その他 1,742,062,840

        その他減価償却累計額 -1,202,853,465

        建設仮勘定 447,294,543

      物品 2,575,939,447

      物品減価償却累計額 -1,906,053,041

    無形固定資産 106,420,494

      ソフトウェア 96,700,788

      その他 9,719,706

    投資その他の資産 5,021,761,773

      投資及び出資金 123,736,740

        有価証券 4,447,740

        出資金 119,289,000

        その他 0

      長期延滞債権 413,523,015

      長期貸付金 96,043,470

      基金 4,374,033,131

        減債基金 236,333,337

        その他 4,137,699,794

      その他 67,894,000

      徴収不能引当金 -53,468,583

  流動資産 10,285,419,541

    現金預金 3,681,769,275

    未収金 243,864,603

    短期貸付金 0

    基金 5,730,246,814

報告書（連結財務諸表）

金額
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      財政調整基金 5,730,246,814

      減債基金 0

    棚卸資産 627,115,083

    その他 4,508,000

    徴収不能引当金 -2,084,234

  繰延資産 0

資産合計 111,391,535,623

【負債の部】

  固定負債 31,864,219,606

    地方債等 25,928,992,661

    長期未払金 0

    退職手当引当金 2,804,230,510

    損失補償等引当金 0

    その他 3,130,996,435

  流動負債 2,732,660,867

    １年内償還予定地方債等 2,432,780,980

    未払金 30,274,172

    未払費用 0

    前受金 0

    前受収益 15,750

    賞与等引当金 213,833,018

    預り金 45,025,204

    その他 10,731,743

負債合計 34,596,880,473

【純資産の部】

  固定資産等形成分 106,836,362,896

  余剰分（不足分） -30,041,707,746

  他団体出資等分 0

純資産合計 76,794,655,150

負債及び純資産合計 111,391,535,623

資産合計（111,391,535,623）＝負債合計（34,596,880,473）＋純資産合計（76,794,655,623）
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行政コスト計算書(損益計算書/ＰＬ)

▼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

純経常行政コスト

社会保障給付

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

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

企業会計では損益計算書といわれているものです。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。

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や旅費などの物件費等にかかる費用

補助金や社会保障給付等にかかる費用

毎会計年度、経常的に発生する収益



自治体名：裾野市 年度：平成27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 31,162,114,876

    業務費用 12,762,535,716

      人件費 3,778,918,131

        職員給与費 3,444,947,902

        賞与等引当金繰入額 207,585,961

        退職手当引当金繰入額 -14,111,000

        その他 140,495,268

      物件費等 8,219,878,492

        物件費 4,754,963,672

        維持補修費 368,339,447

        減価償却費 2,872,312,396

        その他 224,262,977

      その他の業務費用 763,739,093

        支払利息 436,585,459

        徴収不能引当金繰入額 54,328,282

        その他 272,825,352

    移転費用 18,399,579,160

      補助金等 14,085,327,779

      社会保障給付 3,572,996,526

      その他 741,254,855

  経常収益 2,992,116,488

    使用料及び手数料 1,950,898,220

    その他 1,041,218,268

純経常行政コスト 28,169,998,388

  臨時損失 4,110,095

    災害復旧事業費 0

    資産除売却損 4,110,095

    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 28,174,108,483

純行政コスト（28,174,108,483）＝純資産変動計算書（NW）純行政コスト（△）（28,174,108,483）

報告書（連結財務諸表）
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純資産変動計算書(NW)

▼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。

純資産変動計算書
の用語

期首純資産残高

純経常行政コスト

市の純資産（資産から負債を差し引いた額）が、平成27年度中にどのように増減したのかを明らかにしま
す。

解　　説

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。

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27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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 75,554,395,598 105,484,677,272 -29,930,281,674 0

  純行政コスト（△） -28,174,108,483 -28,174,108,483 0

  財源 29,412,404,432 29,412,404,432 0

    税収等 21,162,338,992 21,162,338,992 0

    国県等補助金 8,250,065,440 8,250,065,440 0

  本年度差額 1,238,295,949 1,238,295,949 0

  固定資産等の変動（内部変動） 1,348,053,061 -1,348,053,061

    有形固定資産等の増加 4,498,605,030 -4,498,605,030

    有形固定資産等の減少 -2,895,886,718 2,895,886,718

    貸付金・基金等の増加 1,205,444,462 -1,205,444,462

    貸付金・基金等の減少 -1,460,109,713 1,460,109,713

  資産評価差額 493,350 493,350

  無償所管換等 -16,145,686 -16,145,686

  他団体出資等分の増加 0 0

  他団体出資等分の減少 0 0

  比例連結割合変更に伴う差額 17,615,940 19,294,900 -1,678,960 0

  その他 0 0 0

  本年度純資産変動額 1,240,259,553 1,351,695,625 -111,436,072 0

本年度末純資産残高 76,794,655,151 106,836,372,897 -30,041,717,746 0

純行政コスト（△）（28,174,108,483）＝行政コスト計算書（PL）純行政コスト（28,174,108,483）
本年度末純資産残高（76,794,655,151）＝貸借対照表（BS)純資産（76,794,655,151）
本年度純資産変動額　　本年度純資産残高（76,794,655,151）－前年度末純資産残高（75,554,395,598）＝1,240,259,553

報告書（連結財務諸表）
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資金収支計算書(ＣＦ)

▼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

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」を表しています。市の収支をそ
の性質に応じて、業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支に区分して表示し、市のどのような活動
に資金が必要なのかを知ることができます。

解　　説

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
支出（人件費、物件費、補助金、社会保障給付など）
収入（税収、使用料手数料など）

公共資産の整備にかかる収支
支出（公共施設などの整備費、基金積立金など）
収入（基金取崩収入、貸付金元金回収収入など）

地方債の元利償還、発行額の収支等



自治体名：裾野市 年度：平成27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 28,055,688,779

    業務費用支出 9,656,706,219

      人件費支出 3,785,183,326

      物件費等支出 5,317,203,606

      支払利息支出 436,585,459

      その他の支出 117,733,828

    移転費用支出 18,398,982,560

      補助金等支出 14,085,327,779

      社会保障給付支出 3,572,996,526

      その他の支出 740,658,255

  業務収入 30,140,653,480

    税収等収入 21,025,004,835

    国県等補助金収入 6,431,765,724

    使用料及び手数料収入 1,925,263,798

    その他の収入 758,619,123

  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 633,546,716

業務活動収支 2,718,511,417

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,996,791,987

    公共施設等整備費支出 4,263,832,425

    基金積立金支出 961,228,996

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 771,730,566

    その他の支出 0

  投資活動収入 3,135,414,378

    国県等補助金収入 1,184,753,000

    基金取崩収入 925,255,285

    貸付金元金回収収入 986,903,616

    資産売却収入 6,480,302

    その他の収入 32,022,175

投資活動収支 -2,861,377,609

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,574,271,609

    地方債等償還支出 2,574,271,609

    その他の支出 0

  財務活動収入 2,844,600,000

    地方債等発行収入 2,794,600,000

    その他の収入 50,000,000

財務活動収支 270,328,391

本年度資金収支額 127,462,199

前年度末資金残高 3,508,595,458

比例連結割合変更に伴う差額 1,023,522

本年度末資金残高 3,637,081,179

報告書（連結財務諸表）
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自治体名：裾野市 年度：平成27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 81,316,788,335

    有形固定資産 76,946,143,078

      事業用資産 37,388,976,649

        土地 17,937,127,191

        立木竹 0

        建物 34,595,519,309

        建物減価償却累計額 -19,458,895,541

        工作物 7,299,035,660

        工作物減価償却累計額 -3,549,497,000

        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 -152,098,351

        建設仮勘定 509,420,142

      インフラ資産 38,889,082,619

        土地 11,312,076,886

        建物 47,895,001

        建物減価償却累計額 -43,827,394

        工作物 51,787,307,979

        工作物減価償却累計額 -24,523,176,076

        その他 0

        その他減価償却累計額 0

        建設仮勘定 308,806,223

      物品 2,567,425,830

      物品減価償却累計額 -1,899,342,020

    無形固定資産 80,825,614

      ソフトウェア 80,825,508

      その他 106

    投資その他の資産 4,289,819,643

      投資及び出資金 123,736,740

        有価証券 4,447,740

        出資金 119,289,000

        その他 0

      投資損失引当金 0

      長期延滞債権 178,664,263

      長期貸付金 96,043,470

      基金 3,843,738,095

        減債基金 236,333,337

        その他 3,607,404,758

      その他 65,894,000

      徴収不能引当金 -18,256,925

  流動資産 7,163,953,709

    現金預金 1,169,950,199

    未収金 102,578,288

    短期貸付金 0

報告書（財務諸表）
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    基金 5,706,526,205

      財政調整基金 5,706,526,205

      減債基金 0

    棚卸資産 185,587,133

    その他 0

    徴収不能引当金 -688,116

資産合計 88,480,742,044

【負債の部】

  固定負債 21,472,105,178

    地方債 18,634,824,137

    長期未払金 0

    退職手当引当金 2,791,612,000

    損失補償等引当金 0

    その他 45,669,041

  流動負債 1,795,146,808

    １年内償還予定地方債 1,554,159,449

    未払金 0

    未払費用 0

    前受金 0

    前受収益 0

    賞与等引当金 196,299,263

    預り金 44,688,096

    その他 0

負債合計 23,267,251,986

【純資産の部】

  固定資産等形成分 87,023,314,540

  余剰分（不足分） -21,809,824,482

純資産合計 65,213,490,058

負債及び純資産合計 88,480,742,044

資産合計（88,480,742,044）＝負債合計（23,267,251,986）＋純資産合計（65,213,490,058）
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自治体名：裾野市 年度：平成27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 17,930,053,082

    業務費用 10,407,644,708

      人件費 3,507,982,677

        職員給与費 3,203,767,902

        賞与等引当金繰入額 193,950,399

        退職手当引当金繰入額 -14,111,000

        その他 124,375,376

      物件費等 6,587,610,686

        物件費 4,068,700,962

        維持補修費 341,149,044

        減価償却費 2,167,987,433

        その他 9,773,247

      その他の業務費用 312,051,345

        支払利息 252,503,686

        徴収不能引当金繰入額 18,945,041

        その他 40,602,618

    移転費用 7,522,408,374

      補助金等 1,813,092,964

      社会保障給付 3,572,563,176

      他会計への繰出金 1,431,132,047

      その他 705,620,187

  経常収益 1,528,779,635

    使用料及び手数料 983,569,611

    その他 545,210,024

純経常行政コスト 16,401,273,447

  臨時損失 4,110,095

    災害復旧事業費 0

    資産除売却損 4,110,095

    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 16,405,383,542

純行政コスト（16,405,383,542）＝純資産変動計算書（NW)純行政コスト（△）（16,405,383,542）

報告書（財務諸表）
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自治体名：裾野市 年度：平成27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 64,491,711,647 85,954,345,190 -21,462,633,543

  純行政コスト（△） -16,405,383,542 -16,405,383,542

  財源 17,124,885,049 17,124,885,049

    税収等 12,985,950,268 12,985,950,268

    国県等補助金 4,138,934,781 4,138,934,781

  本年度差額 719,501,507 719,501,507

  固定資産等の変動（内部変動） 1,066,692,446 -1,066,692,446

    有形固定資産等の増加 3,732,593,086 -3,732,593,086

    有形固定資産等の減少 -2,178,467,963 2,178,467,963

    貸付金・基金等の増加 674,247,127 -674,247,127

    貸付金・基金等の減少 -1,161,679,804 1,161,679,804

  資産評価差額 493,350 493,350

  無償所管換等 1,783,554 1,783,554

  その他 0 0 0

  本年度純資産変動額 721,778,411 1,068,969,350 -347,190,939

本年度末純資産残高 65,213,490,058 87,023,314,540 -21,809,824,482

純行政コスト（△）（16,405,383,542）＝行政コスト計算書（PL）純行政コスト（16,405,383,542）
本年度末純辛酸残高（65,213,490,058）＝貸借対照表（BS）純資産（65,213,490,058）
純資産増減額　　本年度末純資産残高（65,213,490,058）-前年度末純示唆案残高（64,491,711,647）＝721,778,411

報告書（財務諸表）
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自治体名：裾野市 年度：平成27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 15,788,651,678

    業務費用支出 8,266,243,304

      人件費支出 3,517,456,691

      物件費等支出 4,496,282,927

      支払利息支出 252,503,686

      その他の支出 0

    移転費用支出 7,522,408,374

      補助金等支出 1,813,092,964

      社会保障給付支出 3,572,563,176

      他会計への繰出支出 1,431,132,047

      その他の支出 705,620,187

  業務収入 16,830,057,428

    税収等収入 13,011,581,422

    国県等補助金収入 2,320,635,065

    使用料及び手数料収入 983,569,611

    その他の収入 514,271,330

  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 633,546,716

業務活動収支 1,674,952,466

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,195,340,369

    公共施設等整備費支出 3,732,593,086

    基金積立金支出 691,056,717

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 771,690,566

    その他の支出 0

  投資活動収入 3,099,764,036

    国県等補助金収入 1,184,753,000

    基金取崩収入 921,668,974

    貸付金元金回収収入 986,863,616

    資産売却収入 6,478,446

    その他の収入 0

投資活動収支 -2,095,576,333

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,498,843,854

    地方債償還支出 1,498,843,854

    その他の支出 0

  財務活動収入 2,108,200,000

    地方債発行収入 2,083,200,000

    その他の収入 25,000,000

財務活動収支 609,356,146

本年度資金収支額 188,732,279

前年度末資金残高 936,529,824

本年度末資金残高 1,125,262,103

報告書（財務諸表）
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