
自治体名：本巣市 年度：平成29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 137,534,081

    有形固定資産 133,115,606

      事業用資産 31,029,088

        土地 13,180,445

        立木竹 -

        建物 42,929,715

        建物減価償却累計額 -26,148,209

        工作物 2,149,326

        工作物減価償却累計額 -1,082,189

        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 101,836,653

        土地 77,976,383

        建物 323,195

        建物減価償却累計額 -242,570

        工作物 42,207,697

        工作物減価償却累計額 -18,595,638

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 167,586

      物品 2,377,497

      物品減価償却累計額 -2,127,632

    無形固定資産 65,100

      ソフトウェア 65,099

      その他 0

    投資その他の資産 4,353,375

      投資及び出資金 1,128,470

        有価証券 19,291

        出資金 1,109,180

        その他 -

      投資損失引当金 -4,500

      長期延滞債権 72,621

      長期貸付金 183,765

      基金 2,984,993

        減債基金 -

        その他 2,984,993

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,974

  流動資産 5,362,285

    現金預金 1,171,602

    未収金 55,179

    短期貸付金 20,000

    基金 4,117,611

      財政調整基金 3,753,430

      減債基金 364,181

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,107

資産合計 142,896,366

報告書（財務諸表）

金額



自治体名：本巣市 年度：平成29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 16,266,372

    地方債 15,335,673

    長期未払金 -

    退職手当引当金 390,476

    損失補償等引当金 523,167

    その他 17,055

  流動負債 1,710,593

    １年内償還予定地方債 1,322,488

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 179,142

    預り金 203,760

    その他 5,204

負債合計 17,976,965

【純資産の部】

  固定資産等形成分 141,671,692

  余剰分（不足分） -16,752,291

純資産合計 124,919,401

負債及び純資産合計 142,896,366



自治体名：本巣市 年度：平成29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 14,634,495

    業務費用 8,298,167

      人件費 2,779,614

        職員給与費 1,785,768

        賞与等引当金繰入額 179,142

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 814,704

      物件費等 5,321,615

        物件費 2,882,135

        維持補修費 512,084

        減価償却費 1,927,397

        その他 -

      その他の業務費用 196,938

        支払利息 93,661

        徴収不能引当金繰入額 6,453

        その他 96,823

    移転費用 6,336,328

      補助金等 3,322,455

      社会保障給付 1,800,766

      他会計への繰出金 1,157,537

      その他 55,570

  経常収益 824,482

    使用料及び手数料 212,921

    その他 611,561

純経常行政コスト 13,810,013

  臨時損失 205,972

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 194,322

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 11,650

    その他 -

  臨時利益 1,053

    資産売却益 1,053

    その他 -

純行政コスト 14,014,932

報告書（財務諸表）

金額



自治体名：本巣市 年度：平成29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 126,179,167 142,044,928 -15,865,761

  純行政コスト（△） -14,014,932 -14,014,932

  財源 12,592,123 12,592,123

    税収等 6,318,806 6,318,806

    国県等補助金 6,273,317 6,273,317

  本年度差額 -1,422,809 -1,422,809

  固定資産等の変動（内部変動） -552,497 552,497

    有形固定資産等の増加 2,228,633 -2,228,633

    有形固定資産等の減少 -2,121,718 2,121,718

    貸付金・基金等の増加 59,508 -59,508

    貸付金・基金等の減少 -718,920 718,920

  資産評価差額 32,554 32,554

  無償所管換等 130,489 130,489

  その他 0 16,218 -16,218

  本年度純資産変動額 -1,259,766 -373,236 -886,530

本年度末純資産残高 124,919,401 141,671,692 -16,752,291

報告書（財務諸表）



自治体名：本巣市 年度：平成29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 12,621,401

    業務費用支出 6,285,073

      人件費支出 2,700,370

      物件費等支出 3,488,016

      支払利息支出 93,661

      その他の支出 3,026

    移転費用支出 6,336,328

      補助金等支出 3,322,455

      社会保障給付支出 1,800,766

      他会計への繰出支出 1,157,537

      その他の支出 55,570

  業務収入 13,170,991

    税収等収入 6,329,122

    国県等補助金収入 6,033,247

    使用料及び手数料収入 211,662

    その他の収入 596,961

  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 549,590

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,263,777

    公共施設等整備費支出 2,204,268

    基金積立金支出 36,508

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 23,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 960,042

    国県等補助金収入 240,070

    基金取崩収入 691,498

    貸付金元金回収収入 27,422

    資産売却収入 1,053

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,303,734

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,229,514

    地方債償還支出 1,220,083

    その他の支出 9,432

  財務活動収入 1,396,981

    地方債発行収入 1,396,981

    その他の収入 -

財務活動収支 167,467

本年度資金収支額 -586,677

前年度末資金残高 1,554,519

本年度末資金残高 967,842

前年度末歳計外現金残高 206,848

本年度歳計外現金増減額 -3,088

本年度末歳計外現金残高 203,760

本年度末現金預金残高 1,171,602

報告書（財務諸表）

金額


