
2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 161,264,625,051

    有形固定資産 157,031,131,274

      事業用資産 30,734,868,504

        土地 13,239,677,212

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 44,008,747,554

        建物減価償却累計額 -27,516,923,193

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,162,295,756

        工作物減価償却累計額 -1,158,928,825

        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 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 5,962,550,543

      物品減価償却累計額 -4,185,283,774

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 86,679,578

      ソフトウェア 86,598,997

      その他 80,581

    投資その他の資産 4,146,814,199

      投資及び出資金 289,814,143

        有価証券 260,279,800

        出資金 29,534,343

        その他 -

      長期延滞債権 139,909,416

      長期貸付金 179,343,000

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：全体会計   

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 3,562,727,419

        減債基金 -

        その他 3,562,727,419

      その他 -

      徴収不能引当金 -20,479,779

  流動資産 6,683,868,049

    現金預金 2,319,400,402

    未収金 161,712,664

    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

    棚卸資産 219,780

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,575,785

  繰延資産 -

資産合計 167,948,493,100
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2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30年度

会計：全体会計   

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 29,759,402,305

    地方債等 26,353,329,552

    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 2,678,136,836

  流動負債 2,610,898,306

    １年内償還予定地方債等 2,125,973,230

    未払金 85,946,596

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 169,710,470

    預り金 224,395,050

    その他 4,872,960

負債合計 32,370,300,611

【純資産の部】

  固定資産等形成分 165,473,736,039

  余剰分（不足分） -29,895,543,550

  他団体出資等分 -

純資産合計 135,578,192,489

負債及び純資産合計 167,948,493,100
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2020/3/23

自治体名：本巣市 年度：平成30年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 19,312,681,744

    業務費用 11,410,481,683

      人件費 3,396,406,455

        職員給与費 2,388,166,575

        賞与等引当金繰入額 169,710,470

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 838,529,410

      物件費等 7,614,125,037

        物件費 3,988,040,165

        維持補修費 579,008,060

        減価償却費 3,047,076,812

        その他 -

      その他の業務費用 399,950,191

        支払利息 235,682,786

        徴収不能引当金繰入額 19,268,319

        その他 144,999,086

    移転費用 7,902,200,061

      補助金等 5,996,733,882

      社会保障給付 1,814,125,026

      その他 91,341,153

  経常収益 1,982,751,024

    使用料及び手数料 824,226,255

    その他 1,158,524,769

純経常行政コスト 17,329,930,720

  臨時損失 255,249,406

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 142,256,171

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 112,993,235

  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 16,959,809,181

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：全体会計   

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 135,467,373,371 166,123,393,806 -30,656,020,435 -

  純行政コスト（△） -16,959,809,181 -16,959,809,181 -

  財源 16,491,056,712 16,491,056,712 -

    税収等 11,754,896,160 11,754,896,160 -

    国県等補助金 4,736,160,552 4,736,160,552 -

  本年度差額 -468,752,469 -468,752,469 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,208,040,330 1,208,040,330

    有形固定資産等の増加 2,167,716,234 -2,167,716,234

    有形固定資産等の減少 -3,189,332,983 3,189,332,983

    貸付金・基金等の増加 316,738,419 -316,738,419

    貸付金・基金等の減少 -503,162,000 503,162,000

  資産評価差額 40,989,034 40,989,034

  無償所管換等 540,330,590 540,330,590

  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 -1,748,037 -22,937,061 21,189,024

  本年度純資産変動額 110,819,118 -649,657,767 760,476,885 -

本年度末純資産残高 135,578,192,489 165,473,736,039 -29,895,543,550 -

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：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 16,276,099,829

    業務費用支出 8,373,899,768

      人件費支出 3,421,210,215

      物件費等支出 4,649,391,101

      支払利息支出 235,682,786

      その他の支出 67,615,666

    移転費用支出 7,902,200,061

      補助金等支出 5,996,733,882

      社会保障給付支出 1,814,125,026

      その他の支出 91,341,153

  業務収入 18,014,338,651

    税収等収入 11,640,412,002

    国県等補助金収入 4,447,780,852

    使用料及び手数料収入 823,762,427

    その他の収入 1,102,383,370

  臨時支出 189,810

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 189,810

  臨時収入 543,384,926

業務活動収支 2,281,433,938

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,487,273,604

    公共施設等整備費支出 2,170,535,185

    基金積立金支出 293,738,419

    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 685,294,414

    国県等補助金収入 340,011,820

    基金取崩収入 315,740,000

    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 -1,801,979,190

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,056,233,057

    地方債等償還支出 2,051,189,262

    その他の支出 5,043,795

  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 -598,857,057

本年度資金収支額 -119,402,309

前年度末資金残高 2,214,407,661

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,095,005,352

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 2,319,400,402

報告書（連結財務諸表）

金額
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