
自治体名：本巣市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 137,418,817

    有形固定資産 132,863,459

      事業用資産 30,753,548

        土地 12,308,428

        立木竹 -

        建物 42,600,567

        建物減価償却累計額 -25,190,872

        工作物 2,054,228

        工作物減価償却累計額 -1,018,803

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 101,855,746

        土地 78,055,757

        建物 323,195

        建物減価償却累計額 -231,910

        工作物 41,366,102

        工作物減価償却累計額 -17,793,093

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 135,695

      物品 2,319,299

      物品減価償却累計額 -2,065,134

    無形固定資産 47,753

      ソフトウェア 47,753

      その他 0

    投資その他の資産 4,507,605

      投資及び出資金 1,128,006

        有価証券 18,827

        出資金 1,109,180

        その他 -

      投資損失引当金 -4,500

      長期延滞債権 228,291

      長期貸付金 208,187

      基金 3,131,483

        減債基金 -

        その他 3,131,483

      その他 -

      徴収不能引当金 -183,862

  流動資産 6,457,677

    現金預金 1,761,367

    未収金 70,199

    短期貸付金 -

    基金 4,626,111

      財政調整基金 4,263,430

      減債基金 362,681

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

資産合計 143,876,494

報告書（財務諸表）

金額



自治体名：本巣市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 16,068,942

    地方債 15,211,881

    長期未払金 -

    退職手当引当金 345,214

    損失補償等引当金 511,517

    その他 331

  流動負債 1,628,385

    １年内償還予定地方債 1,269,382

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 145,160

    預り金 206,848

    その他 6,995

負債合計 17,697,327

【純資産の部】

  固定資産等形成分 142,044,928

  余剰分（不足分） -15,865,761

純資産合計 126,179,167

負債及び純資産合計 143,876,494



自治体名：本巣市 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：千円）

科目名

  経常費用 14,318,456

    業務費用 8,279,099

      人件費 2,850,523

        職員給与費 1,951,710

        賞与等引当金繰入額 145,160

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 753,653

      物件費等 5,279,071

        物件費 2,887,113

        維持補修費 479,482

        減価償却費 1,912,476

        その他 -

      その他の業務費用 149,505

        支払利息 108,290

        徴収不能引当金繰入額 107

        その他 41,108

    移転費用 6,039,357

      補助金等 3,021,016

      社会保障給付 1,815,901

      他会計への繰出金 1,169,015

      その他 33,425

  経常収益 750,004

    使用料及び手数料 210,017

    その他 539,987

純経常行政コスト 13,568,452

  臨時損失 782,568

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 707,428

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 75,140

    その他 -

  臨時利益 14,036

    資産売却益 14,036

    その他 -

純行政コスト 14,336,985

報告書（財務諸表）

金額



自治体名：本巣市 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：千円）

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 126,924,304 142,992,862 -16,068,557

  純行政コスト（△） -14,336,985 -14,336,985

  財源 12,835,543 12,835,543

    税収等 6,386,451 6,386,451

    国県等補助金 6,449,092 6,449,092

  本年度差額 -1,501,442 -1,501,442

  固定資産等の変動（内部変動） -1,742,690 1,742,690

    有形固定資産等の増加 1,800,577 -1,800,577

    有形固定資産等の減少 -2,665,428 2,665,428

    貸付金・基金等の増加 227,145 -227,145

    貸付金・基金等の減少 -1,104,984 1,104,984

  資産評価差額 -1,033 -1,033

  無償所管換等 753,378 753,378

  その他 3,959 42,411 -38,452

  本年度純資産変動額 -745,138 -947,934 202,796

本年度末純資産残高 126,179,167 142,044,928 -15,865,761

報告書（財務諸表）



自治体名：本巣市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 12,405,030

    業務費用支出 6,365,673

      人件費支出 2,849,680

      物件費等支出 3,407,703

      支払利息支出 108,290

      その他の支出 -

    移転費用支出 6,039,357

      補助金等支出 3,021,016

      社会保障給付支出 1,815,901

      他会計への繰出支出 1,169,015

      その他の支出 33,425

  業務収入 13,592,882

    税収等収入 6,394,619

    国県等補助金収入 6,449,092

    使用料及び手数料収入 210,070

    その他の収入 539,100

  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 1,187,852

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,027,722

    公共施設等整備費支出 1,800,577

    基金積立金支出 204,113

    投資及び出資金支出 32

    貸付金支出 23,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,104,984

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,018,003

    貸付金元金回収収入 27,422

    資産売却収入 59,559

    その他の収入 -

投資活動収支 -922,738

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,168,483

    地方債償還支出 1,168,483

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,428,378

    地方債発行収入 1,428,378

    その他の収入 -

財務活動収支 259,895

本年度資金収支額 525,010

前年度末資金残高 1,029,510

本年度末資金残高 1,554,519

前年度末歳計外現金残高 201,399

本年度歳計外現金増減額 5,448

本年度末歳計外現金残高 206,848

本年度末現金預金残高 1,761,367

報告書（財務諸表）

金額


