
自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：一般会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 137,000,573,410

    有形固定資産 133,049,271,330

      事業用資産 29,878,384,765

        土地 13,217,010,654

        立木竹 -

        建物 43,313,096,904

        建物減価償却累計額 -28,102,450,928

        工作物 2,165,967,756

        工作物減価償却累計額 -1,231,527,621

        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 516,288,000

      インフラ資産 102,871,397,128

        土地 78,553,177,556

        建物 378,098,787

        建物減価償却累計額 -265,945,213

        工作物 44,115,130,096

        工作物減価償却累計額 -20,349,953,318

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 440,889,220

      物品 2,762,450,892

      物品減価償却累計額 -2,462,961,455

    無形固定資産 91,773,760

      ソフトウェア 91,773,579

      その他 181

    投資その他の資産 3,859,528,320

      投資及び出資金 997,953,325

        有価証券 48,509,200

        出資金 949,444,125

        その他 -

      投資損失引当金 -4,500,000

      長期延滞債権 62,539,916

      長期貸付金 174,921,000

      基金 2,637,109,719

        減債基金 -

        その他 2,637,109,719

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,495,640

  流動資産 5,336,869,702

    現金預金 1,228,801,369

    未収金 52,983,023

    短期貸付金 20,000,000

    基金 4,040,110,988

      財政調整基金 3,624,429,803

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：一般会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

      減債基金 415,681,185

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,025,678

資産合計 142,337,443,112
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：一般会計   

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 15,959,817,355

    地方債 15,267,347,498

    長期未払金 -

    退職手当引当金 322,122,977

    損失補償等引当金 349,792,000

    その他 20,554,880

  流動負債 1,865,870,865

    １年内償還予定地方債 1,479,272,999

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 156,351,116

    預り金 221,413,790

    その他 8,832,960

負債合計 17,825,688,220

【純資産の部】

  固定資産等形成分 141,060,684,398

  余剰分（不足分） -16,548,929,506

純資産合計 124,511,754,892

負債及び純資産合計 142,337,443,112
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：一般会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 14,679,621,833

    業務費用 9,130,961,559

      人件費 2,323,114,491

        職員給与費 1,793,221,692

        賞与等引当金繰入額 156,351,116

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 373,541,683

      物件費等 6,644,575,282

        物件費 4,209,508,335

        維持補修費 397,407,496

        減価償却費 2,037,659,451

        その他 -

      その他の業務費用 163,271,786

        支払利息 73,035,183

        徴収不能引当金繰入額 11,016,733

        その他 79,219,870

    移転費用 5,548,660,274

      補助金等 2,518,935,764

      社会保障給付 1,881,145,453

      他会計への繰出金 1,106,307,424

      その他 42,271,633

  経常収益 858,172,239

    使用料及び手数料 195,163,292

    その他 663,008,947

純経常行政コスト 13,821,449,594

  臨時損失 37,989,024

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 37,989,024

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 60,384,521

    資産売却益 14,071,521

    その他 46,313,000

純行政コスト 13,799,054,097

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：一般会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 12,626,407,322

    業務費用支出 7,077,747,048

      人件費支出 2,321,761,442

      物件費等支出 4,619,904,867

      支払利息支出 73,035,183

      その他の支出 63,045,556

    移転費用支出 5,548,660,274

      補助金等支出 2,518,935,764

      社会保障給付支出 1,881,145,453

      他会計への繰出支出 1,106,307,424

      その他の支出 42,271,633

  業務収入 13,348,552,484

    税収等収入 10,855,186,326

    国県等補助金収入 1,643,836,257

    使用料及び手数料収入 191,969,547

    その他の収入 657,560,354

  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 722,145,162

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,056,011,482

    公共施設等整備費支出 1,781,165,482

    基金積立金支出 251,846,000

    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 1,249,414,121

    国県等補助金収入 700,420,600

    基金取崩収入 507,500,000

    貸付金元金回収収入 27,422,000

    資産売却収入 14,071,521

    その他の収入 -

投資活動収支 -806,597,361

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,383,653,743

    地方債償還支出 1,374,856,783

    その他の支出 8,796,960

  財務活動収入 1,424,065,000

    地方債発行収入 1,424,065,000

    その他の収入 -

財務活動収支 40,411,257

本年度資金収支額 -44,040,942

前年度末資金残高 1,051,428,521

本年度末資金残高 1,007,387,579

前年度末歳計外現金残高 224,395,050

本年度歳計外現金増減額 -2,981,260

本年度末歳計外現金残高 221,413,790

本年度末現金預金残高 1,228,801,369

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：一般会計   

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)

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

  純行政コスト（△） -13,799,054,097 -13,799,054,097

  財源 13,209,015,733 13,209,015,733

    税収等 10,864,758,876 10,864,758,876

    国県等補助金 2,344,256,857 2,344,256,857

  本年度差額 -590,038,364 -590,038,364

  固定資産等の変動（内部変動） -224,810,113 224,810,113

    有形固定資産等の増加 1,961,649,805 -1,961,649,805

    有形固定資産等の減少 -2,075,648,475 2,075,648,475

    貸付金・基金等の増加 181,110,557 -181,110,557

    貸付金・基金等の減少 -291,922,000 291,922,000

  資産評価差額 -13,368,348 -13,368,348

  無償所管換等 4,989,615 4,989,615

  その他 -67,067,024 -314,882,309 247,815,285

  本年度純資産変動額 -665,484,121 -548,071,155 -117,412,966

本年度末純資産残高 124,511,754,892 141,060,684,398 -16,548,929,506

報告書（財務諸表）

1/1


