
自治体名：鶴ヶ島市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名 科目名

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 63,696,272,519

    有形固定資産 59,651,621,491   固定負債 21,572,406,803

      事業用資産 38,331,933,695

        土地 24,493,740,639     地方債 16,290,190,910

        立木竹 7,568,006

        建物 32,797,720,597     長期未払金 1,403,939,970

        建物減価償却累計額 -18,978,972,338

        工作物 25,645,360     退職手当引当金 3,878,275,923

        工作物減価償却累計額 -13,768,569

        船舶 -     損失補償等引当金 -

        船舶減価償却累計額 -

        浮標等 -     その他 -

        浮標等減価償却累計額 -   流動負債 2,099,972,507

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -     １年内償還予定地方債 1,642,938,347

        その他 -

        その他減価償却累計額 -     未払金 242,911,622

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 21,234,749,721     未払費用 -

        土地 15,489,307,588

        建物 321,812,600     前受金 -

        建物減価償却累計額 -118,517,680

        工作物 36,172,653,332     前受収益 -

        工作物減価償却累計額 -30,630,506,119

        その他 -     賞与等引当金 183,836,539

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -     預り金 30,285,999

      物品 297,834,592

      物品減価償却累計額 -212,896,517     その他 -

    無形固定資産 3,303,980

      ソフトウェア 3,303,980 負債合計 23,672,379,310

      その他 -

    投資その他の資産 4,041,347,048

      投資及び出資金 697,720,000

        有価証券 -

        出資金 697,720,000

        その他 -

      投資損失引当金 - 【純資産の部】

      長期延滞債権 315,878,263

      長期貸付金 2,884,300   固定資産等形成分 65,128,736,019

      基金 3,052,564,952

        減債基金 -   余剰分（不足分） -22,714,923,448

        その他 3,052,564,952

      その他 - 純資産合計 42,413,812,571

      徴収不能引当金 -27,700,467 負債及び純資産合計 66,086,191,881

  流動資産 2,389,919,362

    現金預金 850,076,002

    未収金 94,905,785

    短期貸付金 2,323,500

    基金 1,430,140,000

      財政調整基金 1,430,140,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 20,923,300

    徴収不能引当金 -8,449,225

資産合計 66,086,191,881

※一般会計等には、一般会計、一本松土地区画整理事業特別会計。若葉駅西口土地区画整理事業が含まれます。

金額 金額

報告書（財務諸表）

科目名 金額
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自治体名：鶴ヶ島市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 21,267,533,910

    業務費用 12,465,200,883

      人件費 6,421,348,232

        職員給与費 3,354,428,392

        賞与等引当金繰入額 183,836,539

        退職手当引当金繰入額 2,404,809,922

        その他 478,273,379

      物件費等 5,719,856,402

        物件費 3,974,780,104

        維持補修費 60,056,792

        減価償却費 1,685,019,506

        その他 -

      その他の業務費用 323,996,249

        支払利息 140,965,351

        徴収不能引当金繰入額 36,090,281

        その他 146,940,617

    移転費用 8,802,333,027

      補助金等 4,585,244,832

      社会保障給付 2,910,850,059

      他会計への繰出金 1,059,116,306

      その他 247,121,830

  経常収益 651,185,957

    使用料及び手数料 109,787,455

    その他 541,398,502

純経常行政コスト 20,616,347,953

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 149,249,100

    資産売却益 149,249,100

    その他 -

純行政コスト 20,467,098,853

報告書（財務諸表）

金額



自治体名：鶴ヶ島市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

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 45,291,312,716 66,187,601,443 -20,896,288,727

  純行政コスト（△） -20,467,098,853 -20,467,098,853

  財源 17,588,477,001 17,588,477,001

    税収等 16,584,059,838 16,584,059,838

    国県等補助金 1,004,417,163 1,004,417,163

  本年度差額 -2,878,621,852 -2,878,621,852

  固定資産等の変動（内部変動） -1,059,987,131 1,059,987,131

    有形固定資産等の増加 629,880,663 -629,880,663

    有形固定資産等の減少 -1,685,019,506 1,685,019,506

    貸付金・基金等の増加 847,281,156 -847,281,156

    貸付金・基金等の減少 -852,129,444 852,129,444

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,121,707 1,121,707

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -2,877,500,145 -1,058,865,424 -1,818,634,721

本年度末純資産残高 42,413,812,571 65,128,736,019 -22,714,923,448

報告書（財務諸表）



自治体名：鶴ヶ島市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 17,126,365,789

    業務費用支出 8,324,032,762

      人件費支出 4,047,497,772

      物件費等支出 4,034,836,896

      支払利息支出 140,965,351

      その他の支出 100,732,743

    移転費用支出 8,802,333,027

      補助金等支出 4,585,244,832

      社会保障給付支出 2,910,850,059

      他会計への繰出支出 1,059,116,306

      その他の支出 247,121,830

  業務収入 18,266,908,840

    税収等収入 16,609,055,759

    国県等補助金収入 1,004,417,163

    使用料及び手数料収入 109,787,455

    その他の収入 543,648,463

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,140,543,051

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,741,267,178

    公共施設等整備費支出 897,316,665

    基金積立金支出 831,769,513

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 12,181,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 896,384,800

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 734,380,500

    貸付金元金回収収入 12,755,200

    資産売却収入 149,249,100

    その他の収入 -

投資活動収支 -844,882,378

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,594,720,933

    地方債償還支出 1,594,720,933

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,208,807,000

    地方債発行収入 1,208,807,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -385,913,933

本年度資金収支額 -90,253,260

前年度末資金残高 910,043,263

本年度末資金残高 819,790,003

前年度末歳計外現金残高 28,164,197

本年度歳計外現金増減額 2,121,802

本年度末歳計外現金残高 30,285,999

本年度末現金預金残高 850,076,002

報告書（財務諸表）

金額


