
自治体名：本巣市 年度：平成29年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 161,985,783

    有形固定資産 157,533,579

      事業用資産 31,427,525

        土地 13,214,365

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 43,582,953

        建物減価償却累計額 -26,436,930

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,149,326

        工作物減価償却累計額 -1,082,189

        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 -

      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 2,560,900

      物品減価償却累計額 -2,289,368

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 65,518

      ソフトウェア 65,438

      その他 81

    投資その他の資産 4,386,686

      投資及び出資金 408,825

        有価証券 219,291

        出資金 189,534

        その他 -

      長期延滞債権 175,269

      長期貸付金 183,765

      基金 3,656,229

        減債基金 -

        その他 3,656,229

      その他 -

      徴収不能引当金 -32,903

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：全体会計   

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 6,726,396

    現金預金 2,418,168

    未収金 172,843

    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 233

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,458

  繰延資産 -

資産合計 168,712,179



自治体名：本巣市 年度：平成29年度

会計：全体会計   

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 30,698,212

    地方債等 27,021,927

    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 2,762,642

  流動負債 2,546,593

    １年内償還予定地方債等 2,051,189

    未払金 91,926

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 194,514

    預り金 203,760

    その他 5,204

負債合計 33,244,805

【純資産の部】

  固定資産等形成分 166,123,394

  余剰分（不足分） -30,656,020

  他団体出資等分 -

純資産合計 135,467,373

負債及び純資産合計 168,712,179



自治体名：本巣市 年度：平成29年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 19,862,831

    業務費用 10,643,430

      人件費 3,034,485

        職員給与費 1,971,336

        賞与等引当金繰入額 194,514

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 868,635

      物件費等 7,183,567

        物件費 3,551,852

        維持補修費 672,144

        減価償却費 2,959,570

        その他 -

      その他の業務費用 425,378

        支払利息 264,796

        徴収不能引当金繰入額 27,631

        その他 132,950

    移転費用 9,219,402

      補助金等 7,335,583

      社会保障給付 1,800,766

      その他 83,053

  経常収益 1,583,246

    使用料及び手数料 827,756

    その他 755,490

純経常行政コスト 18,279,585

  臨時損失 1,328,928

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 202,349

    損失補償等引当金繰入額 11,650

    その他 1,114,929

  臨時利益 65,395

    資産売却益 1,053

    その他 64,343

純行政コスト 19,543,118

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：全体会計   

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 137,900,819 168,298,576 -30,397,757 -

  純行政コスト（△） -19,543,118 -19,543,118 -

  財源 16,930,687 16,930,687 -

    税収等 9,617,008 9,617,008 -

    国県等補助金 7,313,680 7,313,680 -

  本年度差額 -2,612,431 -2,612,431 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,369,950 2,369,950

    有形固定資産等の増加 2,516,134 -2,516,134

    有形固定資産等の減少 -4,212,506 4,212,506

    貸付金・基金等の増加 59,744 -59,744

    貸付金・基金等の減少 -733,322 733,322

  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 - - - -

  その他 0 15,782 -15,782

  本年度純資産変動額 -2,433,445 -2,175,182 -258,263 -

本年度末純資産残高 135,467,373 166,123,394 -30,656,020 -

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：全体会計   

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 16,763,841

    業務費用支出 7,544,440

      人件費支出 2,954,728

      物件費等支出 4,318,979

      支払利息支出 264,796

      その他の支出 5,937

    移転費用支出 9,219,402

      補助金等支出 7,335,583

      社会保障給付支出 1,800,766

      その他の支出 83,053

  業務収入 18,142,082

    税収等収入 9,488,250

    国県等補助金収入 7,073,610

    使用料及び手数料収入 839,131

    その他の収入 741,092

  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 1,378,241

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,567,674

    公共施設等整備費支出 2,491,769

    基金積立金支出 36,744

    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 1,033,976

    国県等補助金収入 285,964

    基金取崩収入 705,900

    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 13,637

投資活動収支 -1,533,699

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,955,197

    地方債等償還支出 1,945,765

    その他の支出 9,432

  財務活動収入 1,581,481

    地方債等発行収入 1,581,481

    その他の収入 -

財務活動収支 -373,716

本年度資金収支額 -529,174

前年度末資金残高 2,743,582

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,214,408

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 2,418,168

報告書（連結財務諸表）

金額


