
自治体名：本巣市 年度：平成29年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 165,459,647

    有形固定資産 160,626,118

      事業用資産 34,164,845

        土地 13,694,185

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 47,021,159

        建物減価償却累計額 -28,059,730

        建物減損損失累計額 -

        工作物 3,666,667

        工作物減価償却累計額 -2,346,177

        工作物減損損失累計額 -

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        船舶減損損失累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        浮標等減損損失累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 188,741

      インフラ資産 125,834,521

        土地 79,066,811

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,353,376

        建物減価償却累計額 -3,076,076

        建物減損損失累計額 -

        工作物 70,046,664

        工作物減価償却累計額 -28,321,895

        工作物減損損失累計額 -

        その他 2,853,596

        その他減価償却累計額 -1,255,541

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 167,586

      物品 4,064,127

      物品減価償却累計額 -3,437,376

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 70,271

      ソフトウェア 69,217

      その他 1,054

    投資その他の資産 4,763,258

      投資及び出資金 244,375

        有価証券 219,341

        出資金 25,034

        その他 -

      長期延滞債権 186,382

      長期貸付金 33,515

      基金 4,324,237

        減債基金 -

        その他 4,324,237

      その他 16,082

      徴収不能引当金 -41,333

報告書（連結財務諸表）

金額



自治体名：本巣市 年度：平成29年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

  流動資産 8,293,903

    現金預金 3,496,748

    未収金 249,036

    短期貸付金 -

    基金 4,523,886

      財政調整基金 4,159,704

      減債基金 364,181

    棚卸資産 17,122

    その他 9,571

    徴収不能引当金 -2,459

  繰延資産 3,499

資産合計 173,757,049



自治体名：本巣市 年度：平成29年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 31,234,936

    地方債等 27,548,125

    長期未払金 -

    退職手当引当金 894,063

    損失補償等引当金 -

    その他 2,792,748

  流動負債 2,947,929

    １年内償還予定地方債等 2,127,479

    未払金 165,198

    未払費用 1,843

    前受金 196,000

    前受収益 3,931

    賞与等引当金 213,450

    預り金 224,262

    その他 15,766

負債合計 34,182,864

【純資産の部】

  固定資産等形成分 169,983,532

  余剰分（不足分） -30,409,348

  他団体出資等分 -

純資産合計 139,574,185

負債及び純資産合計 173,757,049



自治体名：本巣市 年度：平成29年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 28,262,007

    業務費用 13,572,631

      人件費 4,016,723

        職員給与費 2,759,396

        賞与等引当金繰入額 213,450

        退職手当引当金繰入額 29

        その他 1,043,847

      物件費等 8,925,026

        物件費 4,136,292

        維持補修費 768,601

        減価償却費 3,170,840

        その他 849,293

      その他の業務費用 630,882

        支払利息 269,293

        徴収不能引当金繰入額 36,061

        その他 325,528

    移転費用 14,689,376

      補助金等 8,718,272

      社会保障給付 5,869,345

      その他 101,759

  経常収益 3,266,024

    使用料及び手数料 882,209

    その他 2,383,815

純経常行政コスト 24,995,983

  臨時損失 1,442,258

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 208,688

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,233,570

  臨時利益 66,024

    資産売却益 1,074

    その他 64,950

純行政コスト 26,372,217

報告書（連結財務諸表）

金額



自治体名：本巣市 年度：平成29年度

会計：連結会計   

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 141,222,623 172,317,808 -31,095,185 -

  純行政コスト（△） -26,372,217 -26,372,217 -

  財源 23,904,074 23,904,074 -

    税収等 13,691,518 13,691,518 -

    国県等補助金 10,212,556 10,212,556 -

  本年度差額 -2,468,143 -2,468,143 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,494,755 2,494,755

    有形固定資産等の増加 2,933,202 -2,933,202

    有形固定資産等の減少 -4,430,168 4,430,168

    貸付金・基金等の増加 225,586 -225,586

    貸付金・基金等の減少 -1,223,374 1,223,374

  資産評価差額 32,554 32,554

  無償所管換等 146,432 146,432

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -11,196 163,831 -175,027 -

  その他 651,915 -182,338 834,253

  本年度純資産変動額 -1,648,438 -2,334,276 685,838 -

本年度末純資産残高 139,574,185 169,983,532 -30,409,348 -

報告書（連結財務諸表）



自治体名：本巣市 年度：平成29年度

会計：連結会計   

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 24,221,070

    業務費用支出 9,529,442

      人件費支出 3,961,900

      物件費等支出 5,144,736

      支払利息支出 269,293

      その他の支出 153,513

    移転費用支出 14,691,628

      補助金等支出 8,718,272

      社会保障給付支出 5,869,310

      その他の支出 104,046

  業務収入 26,912,082

    税収等収入 13,556,079

    国県等補助金収入 9,906,684

    使用料及び手数料収入 893,584

    その他の収入 2,555,735

  臨時支出 83,697

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 83,697

  臨時収入 -

業務活動収支 2,607,314

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,131,655

    公共施設等整備費支出 2,916,970

    基金積立金支出 175,525

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 23,000

    その他の支出 16,161

  投資活動収入 1,186,149

    国県等補助金収入 351,766

    基金取崩収入 792,928

    貸付金元金回収収入 26,672

    資産売却収入 1,145

    その他の収入 13,637

投資活動収支 -1,945,506

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,734,567

    地方債等償還支出 2,719,388

    その他の支出 15,179

  財務活動収入 1,973,217

    地方債等発行収入 1,973,217

    その他の収入 -

財務活動収支 -761,350

本年度資金収支額 -99,542

前年度末資金残高 3,402,506

比例連結割合変更に伴う差額 -14,875

本年度末資金残高 3,288,088

前年度末歳計外現金残高 206,848

本年度歳計外現金増減額 1,812

本年度末歳計外現金残高 208,660

本年度末現金預金残高 3,496,748

報告書（連結財務諸表）

金額


