
自治体名：本巣市 年度：令和元年度

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 164,432,999,939

    有形固定資産 159,570,258,540

      事業用資産 33,589,275,120

        土地 13,582,140,612

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 47,005,508,816

        建物減価償却累計額 -30,006,603,907

        建物減損損失累計額 -

        工作物 3,702,437,157

        工作物減価償却累計額 -2,586,699,324

        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 1,892,491,766

      インフラ資産 124,096,976,531

        土地 79,643,605,922

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,509,908,887

        建物減価償却累計額 -3,399,890,846

        建物減損損失累計額 -

        工作物 72,282,470,107

        工作物減価償却累計額 -31,387,456,759

        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 448,339,220

      物品 6,752,951,316

      物品減価償却累計額 -4,868,944,427

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 93,103,575

      ソフトウェア 92,731,788

      その他 371,787

    投資その他の資産 4,769,637,824

      投資及び出資金 273,858,100

        有価証券 248,559,200

        出資金 25,298,900

        その他 -

      長期延滞債権 120,019,446

報告書（連結財務諸表）

金額
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：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

      長期貸付金 26,921,000

      基金 4,352,028,789

        減債基金 -

        その他 4,352,028,789

      その他 16,458,995

      徴収不能引当金 -19,648,506

  流動資産 7,605,147,066

    現金預金 2,830,805,750

    未収金 313,973,681

    短期貸付金 -

    基金 4,459,101,050

      財政調整基金 4,043,419,865

      減債基金 415,681,185

    棚卸資産 11,053,434

    その他 1,669,674

    徴収不能引当金 -11,456,523

  繰延資産 -

資産合計 172,038,147,005
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

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 29,731,030,418

    地方債等 26,184,601,115

    長期未払金 4,189

    退職手当引当金 917,743,698

    損失補償等引当金 -

    その他 2,628,681,416

  流動負債 4,495,656,572

    １年内償還予定地方債等 2,285,487,323

    未払金 236,370,967

    未払費用 -

    前受金 1,526,000,000

    前受収益 5,146,788

    賞与等引当金 194,061,200

    預り金 230,744,302

    その他 17,845,992

負債合計 34,226,686,990

【純資産の部】

  固定資産等形成分 168,892,100,989

  余剰分（不足分） -31,080,640,974

  他団体出資等分 -

純資産合計 137,811,460,015

負債及び純資産合計 172,038,147,005
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

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 26,976,494,288

    業務費用 12,688,203,471

      人件費 2,991,801,171

        職員給与費 2,362,794,242

        賞与等引当金繰入額 194,061,195

        退職手当引当金繰入額 35,000

        その他 434,910,734

      物件費等 9,158,810,783

        物件費 5,342,715,049

        維持補修費 641,160,555

        減価償却費 3,174,935,179

        その他 -

      その他の業務費用 537,591,517

        支払利息 212,667,258

        徴収不能引当金繰入額 24,600,680

        その他 300,323,579

    移転費用 14,288,290,817

      補助金等 8,076,966,802

      社会保障給付 6,146,825,963

      その他 64,498,052

  経常収益 2,226,311,079

    使用料及び手数料 867,665,643

    その他 1,358,645,436

純経常行政コスト 24,750,183,209

  臨時損失 124,140,704

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 48,969,258

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 75,171,446

  臨時利益 20,363,758

    資産売却益 14,078,234

    その他 6,285,524

純行政コスト 24,853,960,155

報告書（連結財務諸表）

金額
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：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 23,910,586,744

    業務費用支出 9,622,295,927

      人件費支出 2,988,809,966

      物件費等支出 6,173,804,588

      支払利息支出 212,667,258

      その他の支出 247,014,115

    移転費用支出 14,288,290,817

      補助金等支出 8,076,966,802

      社会保障給付支出 6,146,825,963

      その他の支出 64,498,052

  業務収入 25,484,077,272

    税収等収入 15,952,810,091

    国県等補助金収入 7,244,578,488

    使用料及び手数料収入 1,001,917,495

    その他の収入 1,284,771,198

  臨時支出 80,225

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 80,225

  臨時収入 -

業務活動収支 1,573,410,303

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,028,064,215

    公共施設等整備費支出 2,623,420,685

    基金積立金支出 381,643,530

    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 1,969,136,794

    国県等補助金収入 744,510,400

    基金取崩収入 561,126,160

    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 622,006,713

投資活動収支 -1,058,927,421

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,192,567,590

    地方債等償還支出 2,174,741,988

    その他の支出 17,825,602

  財務活動収入 1,620,265,000

    地方債等発行収入 1,620,265,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -572,302,590

本年度資金収支額 -57,819,708

前年度末資金残高 2,661,334,224

比例連結割合変更に伴う差額 1,076,087

本年度末資金残高 2,604,590,603

前年度末歳計外現金残高 229,330,050

本年度歳計外現金増減額 -3,114,903

本年度末歳計外現金残高 226,215,147

本年度末現金預金残高 2,830,805,750

報告書（連結財務諸表）

金額
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：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 138,695,296,207 169,574,818,156 -30,879,521,949 -

  純行政コスト（△） -24,853,960,155 -24,853,960,155 -

  財源 24,040,179,921 24,040,179,921 -

    税収等 16,095,180,833 16,095,180,833 -

    国県等補助金 7,944,999,088 7,944,999,088 -

  本年度差額 -813,780,234 -813,780,234 -

  固定資産等の変動（内部変動） -338,480,046 338,480,046

    有形固定資産等の増加 2,842,854,623 -2,842,854,623

    有形固定資産等の減少 -3,223,904,269 3,223,904,269

    貸付金・基金等の増加 388,145,669 -388,145,669

    貸付金・基金等の減少 -345,576,069 345,576,069

  資産評価差額 -10,573,367 -10,573,367

  無償所管換等 3,599,787 3,599,787

  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 3,657,646 -6,026,254 9,683,900 -

  その他 -66,740,024 -331,237,287 264,497,263

  本年度純資産変動額 -883,836,192 -682,717,167 -201,119,025 -

本年度末純資産残高 137,811,460,015 168,892,100,989 -31,080,640,974 -

報告書（連結財務諸表）
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