
2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 137,399,644,565

    有形固定資産 133,323,084,086

      事業用資産 30,336,367,549

        土地 13,205,757,362

        立木竹 -

        建物 43,342,386,904

        建物減価償却累計額 -27,215,143,648

        工作物 2,162,295,756

        工作物減価償却累計額 -1,158,928,825

        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 102,695,663,734

        土地 78,433,187,619

        建物 378,098,787

        建物減価償却累計額 -254,603,992

        工作物 43,294,563,782

        工作物減価償却累計額 -19,445,963,702

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 290,381,240

      物品 2,881,294,367

      物品減価償却累計額 -2,590,241,564

    無形固定資産 86,599,177

      ソフトウェア 86,598,996

      その他 181

    投資その他の資産 3,989,961,302

      投資及び出資金 1,009,459,368

        有価証券 60,279,800

        出資金 949,179,568

        その他 -

      投資損失引当金 -4,500,000

      長期延滞債権 70,665,675

      長期貸付金 179,343,000

      基金 2,743,763,719

        減債基金 -

        その他 2,743,763,719

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,770,460

  流動資産 5,530,736,028

    現金預金 1,275,823,571

    未収金 49,453,030

    短期貸付金 20,000,000

    基金 4,189,110,988

      財政調整基金 3,823,429,803

      減債基金 365,681,185

報告書（財務諸表）

金額
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2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,651,561

資産合計 142,930,380,593
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2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 15,992,145,472

    地方債 15,252,027,155

    長期未払金 -

    退職手当引当金 331,830,917

    損失補償等引当金 396,105,000

    その他 12,182,400

  流動負債 1,760,996,108

    １年内償還予定地方債 1,374,822,184

    未払金 1,907,847

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 154,998,067

    預り金 224,395,050

    その他 4,872,960

負債合計 17,753,141,580

【純資産の部】

  固定資産等形成分 141,608,755,553

  余剰分（不足分） -16,431,516,540

純資産合計 125,177,239,013

負債及び純資産合計 142,930,380,593
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2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30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 14,686,371,912

    業務費用 9,122,984,085

      人件費 3,149,712,982

        職員給与費 2,205,784,037

        賞与等引当金繰入額 154,998,067

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 788,930,878

      物件費等 5,802,755,927

        物件費 3,343,359,540

        維持補修費 434,375,775

        減価償却費 2,025,020,612

        その他 -

      その他の業務費用 170,515,176

        支払利息 83,380,608

        徴収不能引当金繰入額 5,326,961

        その他 81,807,607

    移転費用 5,563,387,827

      補助金等 2,520,582,345

      社会保障給付 1,814,125,026

      他会計への繰出金 1,157,064,903

      その他 71,615,553

  経常収益 1,220,858,273

    使用料及び手数料 206,636,973

    その他 1,014,221,300

純経常行政コスト 13,465,513,639

  臨時損失 246,103,646

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 133,300,221

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 112,803,425

  臨時利益 625,370,945

    資産売却益 2,120,594

    その他 623,250,351

純行政コスト 13,086,246,340

報告書（財務諸表）

金額
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2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30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 124,919,401,032 141,671,692,173 -16,752,291,141

  純行政コスト（△） -13,086,246,340 -13,086,246,340

  財源 12,764,512,734 12,764,512,734

    税収等 10,585,823,182 10,585,823,182

    国県等補助金 2,178,689,552 2,178,689,552

  本年度差額 -321,733,606 -321,733,606

  固定資産等の変動（内部変動） -645,504,621 645,504,621

    有形固定資産等の増加 1,846,967,793 -1,846,967,793

    有形固定資産等の減少 -2,158,320,833 2,158,320,833

    貸付金・基金等の増加 146,520,419 -146,520,419

    貸付金・基金等の減少 -480,672,000 480,672,000

  資産評価差額 40,989,034 40,989,034

  無償所管換等 540,330,590 540,330,590

  その他 -1,748,037 1,248,377 -2,996,414

  本年度純資産変動額 257,837,981 -62,936,620 320,774,601

本年度末純資産残高 125,177,239,013 141,608,755,553 -16,431,516,540

報告書（財務諸表）
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2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30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 12,680,167,969

    業務費用支出 7,116,780,142

      人件費支出 3,173,856,612

      物件費等支出 3,796,096,097

      支払利息支出 83,380,608

      その他の支出 63,446,825

    移転費用支出 5,563,387,827

      補助金等支出 2,520,582,345

      社会保障給付支出 1,814,125,026

      他会計への繰出支出 1,157,064,903

      その他の支出 71,615,553

  業務収入 13,639,041,034

    税収等収入 10,586,189,596

    国県等補助金収入 1,890,309,852

    使用料及び手数料収入 203,816,923

    その他の収入 958,724,663

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 543,384,926

業務活動収支 1,502,257,991

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,993,488,212

    公共施設等整備費支出 1,846,967,793

    基金積立金支出 123,520,419

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 23,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 611,172,294

    国県等補助金収入 288,379,700

    基金取崩収入 293,250,000

    貸付金元金回収収入 27,422,000

    資産売却収入 2,120,594

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,382,315,918

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,327,531,891

    地方債償還支出 1,322,488,096

    その他の支出 5,043,795

  財務活動収入 1,291,176,000

    地方債発行収入 1,291,176,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -36,355,891

本年度資金収支額 83,586,182

前年度末資金残高 967,842,339

本年度末資金残高 1,051,428,521

前年度末歳計外現金残高 203,759,971

本年度歳計外現金増減額 20,635,079

本年度末歳計外現金残高 224,395,050

本年度末現金預金残高 1,275,823,571

報告書（財務諸表）

金額
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