
自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

【資産の部】

  固定資産 136,937,927,908

    有形固定資産 132,920,444,488

      事業用資産 29,430,339,963

        土地 13,198,880,364

        立木竹 -

        建物 44,327,523,814

        建物減価償却累計額 -28,960,159,004

        工作物 2,167,530,516

        工作物減価償却累計額 -1,303,435,727

        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 103,204,436,795

        土地 78,577,764,959

        建物 378,098,787

        建物減価償却累計額 -277,067,102

        工作物 45,202,593,606

        工作物減価償却累計額 -21,306,898,775

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 629,945,320

      物品 2,825,251,278

      物品減価償却累計額 -2,539,583,548

    無形固定資産 54,347,471

      ソフトウェア 54,347,290

      その他 181

    投資その他の資産 3,963,135,949

      投資及び出資金 1,365,112,042

        有価証券 49,023,400

        出資金 1,316,088,642

        その他 -

      投資損失引当金 -4,500,000

      長期延滞債権 61,190,734

      長期貸付金 170,499,000

      基金 2,379,718,719

        減債基金 -

        その他 2,379,718,719

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,884,546

  流動資産 5,164,955,014

    現金預金 1,083,662,863

    未収金 60,382,421

    短期貸付金 20,000,000

    基金 4,007,510,988

      財政調整基金 3,541,829,803

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

報告書（財務諸表）

金額

      減債基金 465,681,185

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,601,258

資産合計 142,102,882,922
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自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 16,239,830,779

    地方債 15,619,086,772

    長期未払金 -

    退職手当引当金 211,237,527

    損失補償等引当金 407,070,000

    その他 2,436,480

  流動負債 1,965,316,725

    １年内償還予定地方債 1,577,438,243

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 157,898,348

    預り金 225,107,174

    その他 4,872,960

負債合計 18,205,147,504

【純資産の部】

  固定資産等形成分 140,965,438,896

  余剰分（不足分） -17,067,703,478

純資産合計 123,897,735,418

負債及び純資産合計 142,102,882,922
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自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目

  経常費用 19,541,197,003

    業務費用 9,964,895,346

      人件費 2,810,725,602

        職員給与費 1,891,682,882

        賞与等引当金繰入額 157,898,348

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 761,144,372

      物件費等 7,026,735,447

        物件費 4,186,924,218

        維持補修費 781,495,274

        減価償却費 2,058,315,955

        その他 -

      その他の業務費用 127,434,297

        支払利息 64,711,194

        徴収不能引当金繰入額 11,998,027

        その他 50,725,076

    移転費用 9,576,301,657

      補助金等 6,347,791,063

      社会保障給付 1,915,220,125

      他会計への繰出金 1,216,019,255

      その他 97,271,214

  経常収益 694,408,575

    使用料及び手数料 149,099,397

    その他 545,309,178

純経常行政コスト 18,846,788,428

  臨時損失 88,195,244

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 30,917,244

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 57,278,000

    その他 -

  臨時利益 6,707,455

    資産売却益 6,707,455

    その他 -

純行政コスト 18,928,276,217

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：一般会計等   

純資産変動計算書(NW) （単位：円）

科目 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 124,511,754,892 141,060,684,398 -16,548,929,506

  純行政コスト（△） -18,928,276,217 -18,928,276,217

  財源 17,934,255,514 17,934,255,514

    税収等 11,355,927,412 11,355,927,412

    国県等補助金 6,578,328,102 6,578,328,102

  本年度差額 -994,020,703 -994,020,703

  固定資産等の変動（内部変動） -456,303,203 456,303,203

    有形固定資産等の増加 1,957,042,996 -1,957,042,996

    有形固定資産等の減少 -2,118,933,199 2,118,933,199

    貸付金・基金等の増加 164,113,000 -164,113,000

    貸付金・基金等の減少 -458,526,000 458,526,000

  資産評価差額 514,200 514,200

  無償所管換等 -4,362,928 -4,362,928

  その他 383,849,957 364,906,429 18,943,528

  本年度純資産変動額 -614,019,474 -95,245,502 -518,773,972

本年度末純資産残高 123,897,735,418 140,965,438,896 -17,067,703,478

報告書（財務諸表）
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自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目

【業務活動収支】

  業務支出 17,469,335,789

    業務費用支出 7,893,034,132

      人件費支出 2,809,178,370

      物件費等支出 4,968,419,492

      支払利息支出 64,711,194

      その他の支出 50,725,076

    移転費用支出 9,576,301,657

      補助金等支出 6,347,791,063

      社会保障給付支出 1,915,220,125

      他会計への繰出支出 1,216,019,255

      その他の支出 97,271,214

  業務収入 18,142,468,292

    税収等収入 11,342,592,552

    国県等補助金収入 6,219,101,512

    使用料及び手数料収入 149,238,123

    その他の収入 431,536,105

  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 673,132,503

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,144,155,996

    公共施設等整備費支出 1,957,042,996

    基金積立金支出 164,113,000

    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 877,160,045

    国県等補助金収入 359,226,590

    基金取崩収入 454,104,000

    貸付金元金回収収入 27,422,000

    資産売却収入 36,407,455

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,266,995,951

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,484,600,442

    地方債償還支出 1,479,727,482

    その他の支出 4,872,960

  財務活動収入 1,929,632,000

    地方債発行収入 1,929,632,000

    その他の収入 -

財務活動収支 445,031,558

本年度資金収支額 -148,831,890

前年度末資金残高 1,007,387,579

本年度末資金残高 858,555,689

前年度末歳計外現金残高 221,413,790

本年度歳計外現金増減額 3,693,384

本年度末歳計外現金残高 225,107,174

本年度末現金預金残高 1,083,662,863

報告書（財務諸表）

金額
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