
2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 164,968,216,747

    有形固定資産 160,111,755,297

      事業用資産 33,625,255,113

        土地 13,574,140,785

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 47,042,890,468

        建物減価償却累計額 -29,031,257,941

        建物減損損失累計額 -

        工作物 3,690,266,522

        工作物減価償却累計額 -2,467,803,974

        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 817,019,253

      インフラ資産 124,518,996,001

        土地 79,523,615,985

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,503,271,887

        建物減価償却累計額 -3,241,618,998

        建物減損損失累計額 -

        工作物 71,276,982,487

        工作物減価償却累計額 -29,833,636,600

        工作物減損損失累計額 -

        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 290,381,240

      物品 6,813,364,314

      物品減価償却累計額 -4,845,860,131

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 88,938,784

      ソフトウェア 88,566,997

      その他 371,787

    投資その他の資産 4,767,522,666

      投資及び出資金 285,364,143

        有価証券 260,329,800

        出資金 25,034,343

        その他 -

      長期延滞債権 148,018,187

      長期貸付金 29,093,000

報告書（連結財務諸表）

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：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

      基金 4,314,630,666

        減債基金 -

        その他 4,314,630,666

      その他 13,655,458

      徴収不能引当金 -23,238,788

  流動資産 7,900,752,567

    現金預金 2,890,664,274

    未収金 173,845,316

    短期貸付金 -

    基金 4,606,601,409

      財政調整基金 4,240,920,224

      減債基金 365,681,185

    棚卸資産 10,992,174

    その他 229,166,007

    徴収不能引当金 -10,516,613

  繰延資産 -

資産合計 172,868,969,314

2/6



2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 30,352,800,676

    地方債等 26,777,991,794

    長期未払金 -

    退職手当引当金 860,793,046

    損失補償等引当金 -

    その他 2,714,015,836

  流動負債 3,820,872,431

    １年内償還予定地方債等 2,174,117,029

    未払金 299,156,757

    未払費用 -

    前受金 908,245,046

    前受収益 -

    賞与等引当金 191,191,974

    預り金 234,969,793

    その他 13,191,832

負債合計 34,173,673,107

【純資産の部】

  固定資産等形成分 169,574,818,156

  余剰分（不足分） -30,879,521,949

  他団体出資等分 -

純資産合計 138,695,296,207

負債及び純資産合計 172,868,969,314
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2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 26,606,696,479

    業務費用 12,811,318,146

      人件費 3,860,198,773

        職員給与費 2,811,631,704

        賞与等引当金繰入額 175,656,974

        退職手当引当金繰入額 96,587

        その他 872,813,508

      物件費等 8,311,018,701

        物件費 4,413,174,124

        維持補修費 706,768,811

        減価償却費 3,191,032,068

        その他 43,698

      その他の業務費用 640,100,672

        支払利息 237,984,281

        徴収不能引当金繰入額 22,894,032

        その他 379,222,359

    移転費用 13,795,378,333

      補助金等 7,752,100,106

      社会保障給付 5,951,886,637

      その他 91,391,590

  経常収益 2,548,511,909

    使用料及び手数料 879,216,954

    その他 1,669,294,955

純経常行政コスト 24,058,184,570

  臨時損失 313,830,980

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 142,551,171

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 171,279,809

  臨時利益 546,920,760

    資産売却益 2,135,834

    その他 544,784,926

純行政コスト 23,825,094,790

報告書（連結財務諸表）
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2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30年度

会計：連結会計   

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 139,574,184,680 169,983,532,242 -30,409,347,562 -

  純行政コスト（△） -23,825,094,790 -23,825,094,790 -

  財源 23,337,546,689 23,337,546,689 -

    税収等 15,561,521,594 15,561,521,594 -

    国県等補助金 7,776,025,095 7,776,025,095 -

  本年度差額 -487,548,101 -487,548,101 -

  固定資産等の変動（内部変動） -610,391,830 610,391,830

    有形固定資産等の増加 2,971,384,534 -2,971,384,534

    有形固定資産等の減少 -3,488,968,243 3,488,968,243

    貸付金・基金等の増加 454,273,889 -454,273,889

    貸付金・基金等の減少 -547,082,010 547,082,010

  資産評価差額 40,989,034 40,989,034

  無償所管換等 541,616,590 541,616,590

  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 12,485,059 15,270,058 -2,784,999 -

  その他 -986,431,055 -396,197,938 -590,233,117

  本年度純資産変動額 -878,888,473 -408,714,086 -470,174,387 -

本年度末純資産残高 138,695,296,207 169,574,818,156 -30,879,521,949 -

報告書（連結財務諸表）
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2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30年度

会計：連結会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 23,415,732,469

    業務費用支出 9,620,354,136

      人件費支出 3,882,404,407

      物件費等支出 5,319,540,520

      支払利息支出 237,984,281

      その他の支出 180,424,928

    移転費用支出 13,795,378,333

      補助金等支出 7,752,100,106

      社会保障給付支出 5,951,886,637

      その他の支出 91,391,590

  業務収入 25,423,093,287

    税収等収入 15,443,454,436

    国県等補助金収入 7,487,645,395

    使用料及び手数料収入 878,753,126

    その他の収入 1,613,240,330

  臨時支出 546,523,097

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 546,523,097

  臨時収入 543,384,926

業務活動収支 2,004,222,647

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,694,268,047

    公共施設等整備費支出 2,264,863,433

    基金積立金支出 406,404,614

    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 729,215,754

    国県等補助金収入 340,011,820

    基金取崩収入 359,646,100

    貸付金元金回収収入 27,422,000

    資産売却収入 2,135,834

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,965,052,293

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,125,076,638

    地方債等償還支出 2,111,739,843

    その他の支出 13,336,795

  財務活動収入 1,457,376,000

    地方債等発行収入 1,457,376,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -667,700,638

本年度資金収支額 -628,530,284

前年度末資金残高 3,288,088,484

比例連結割合変更に伴う差額 1,776,024

本年度末資金残高 2,661,334,224

前年度末歳計外現金残高 208,659,971

本年度歳計外現金増減額 20,670,079

本年度末歳計外現金残高 229,330,050

本年度末現金預金残高 2,890,664,274

報告書（連結財務諸表）

金額
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