
自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

【資産の部】

  固定資産 165,978,730,529

    有形固定資産 161,396,138,398

      事業用資産 34,329,775,419

        土地 13,846,987,151

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 1

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 47,862,806,677

        建物減価償却累計額 -30,856,992,212

        建物減損損失累計額 -

        工作物 3,708,871,008

        工作物減価償却累計額 -2,705,759,336

        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 2,473,862,130

      インフラ資産 124,938,212,573

        土地 79,853,813,629

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,811,681,764

        建物減価償却累計額 -3,568,356,454

        建物減損損失累計額 -

        工作物 70,294,468,802

        工作物減価償却累計額 -29,093,148,488

        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 639,753,320

      物品 7,290,862,540

      物品減価償却累計額 -5,162,712,134

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 58,769,984

      ソフトウェア 58,398,225

      その他 371,759

    投資その他の資産 4,523,822,147

      投資及び出資金 274,372,300

        有価証券 249,073,400

        出資金 25,298,900

        その他 -

      長期延滞債権 106,070,044

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2年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

報告書（連結財務諸表）

金額

      長期貸付金 23,249,000

      基金 3,578,731,339

        減債基金 -

        その他 3,578,731,339

      その他 558,727,141

      徴収不能引当金 -17,327,677

  流動資産 8,126,653,655

    現金預金 2,817,431,574

    未収金 908,355,277

    短期貸付金 -

    基金 4,401,966,267

      財政調整基金 3,936,285,082

      減債基金 465,681,185

    棚卸資産 8,703,371

    その他 1,966,093

    徴収不能引当金 -11,768,927

  繰延資産 -

資産合計 174,105,384,184

2/3



自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 33,075,514,742

    地方債等 25,986,376,987

    長期未払金 4,098

    退職手当引当金 780,978,312

    損失補償等引当金 -

    その他 6,308,155,345

  流動負債 6,153,017,028

    １年内償還予定地方債等 2,396,392,243

    未払金 647,315,219

    未払費用 -

    前受金 2,660,000,000

    前受収益 5,623,820

    賞与等引当金 195,518,806

    預り金 233,926,835

    その他 14,240,105

負債合計 39,228,531,770

【純資産の部】

  固定資産等形成分 170,380,696,796

  余剰分（不足分） -35,503,844,382

  他団体出資等分 -

純資産合計 134,876,852,414

負債及び純資産合計 174,105,384,184
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自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目

  経常費用 31,178,640,351

    業務費用 13,438,981,232

      人件費 3,528,402,810

        職員給与費 2,464,330,001

        賞与等引当金繰入額 195,518,806

        退職手当引当金繰入額 36,000

        その他 868,518,003

      物件費等 9,476,137,552

        物件費 5,226,353,525

        維持補修費 1,065,384,076

        減価償却費 3,184,399,951

        その他 -

      その他の業務費用 434,440,870

        支払利息 187,928,264

        徴収不能引当金繰入額 21,285,555

        その他 225,227,051

    移転費用 17,739,659,119

      補助金等 11,554,851,663

      社会保障給付 6,059,721,405

      その他 125,086,051

  経常収益 2,004,089,665

    使用料及び手数料 811,305,330

    その他 1,192,784,335

純経常行政コスト 29,174,550,686

  臨時損失 185,699,304

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 53,973,611

    損失補償等引当金繰入額 57,278,000

    その他 74,447,693

  臨時利益 84,326,630

    資産売却益 26,720,356

    その他 57,606,274

純行政コスト 29,275,923,360

報告書（連結財務諸表）
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自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：連結会計   

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) 他団体出資等分

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

  純行政コスト（△） -29,275,923,360 -29,275,923,360 -

  財源 28,841,726,218 28,841,726,218 -

    税収等 16,605,197,795 16,605,197,795 -

    国県等補助金 12,236,528,423 12,236,528,423 -

  本年度差額 -434,197,142 -434,197,142 -

  固定資産等の変動（内部変動） 368,300,068 -368,300,068

    有形固定資産等の増加 3,925,538,059 -3,925,538,059

    有形固定資産等の減少 -3,329,730,088 3,329,730,088

    貸付金・基金等の増加 294,834,640 -294,834,640

    貸付金・基金等の減少 -522,342,543 522,342,543

  資産評価差額 514,200 514,200

  無償所管換等 -5,117,473,949 -5,117,473,949

  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 -186,852,921 -258,798,625 71,945,704 -

  その他 2,803,402,211 6,496,054,113 -3,692,651,902

  本年度純資産変動額 -2,934,607,601 1,488,595,807 -4,423,203,408 -

本年度末純資産残高 134,876,852,414 170,380,696,796 -35,503,844,382 -

報告書（連結財務諸表）
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自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：連結会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目

【業務活動収支】

  業務支出 28,092,875,946

    業務費用支出 10,353,216,827

      人件費支出 3,525,255,666

      物件費等支出 6,326,810,785

      支払利息支出 187,928,264

      その他の支出 313,222,112

    移転費用支出 17,739,659,119

      補助金等支出 11,554,851,663

      社会保障給付支出 6,059,721,405

      その他の支出 125,086,051

  業務収入 30,360,759,658

    税収等収入 16,318,945,695

    国県等補助金収入 11,834,485,622

    使用料及び手数料収入 897,298,599

    その他の収入 1,310,029,742

  臨時支出 3,789,177

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 3,789,177

  臨時収入 -

業務活動収支 2,264,094,535

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,196,936,420

    公共施設等整備費支出 3,881,536,253

    基金積立金支出 292,400,167

    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 2,026,980,460

    国県等補助金収入 552,670,535

    基金取崩収入 517,872,474

    貸付金元金回収収入 27,422,000

    資産売却収入 56,420,356

    その他の収入 872,595,095

投資活動収支 -2,169,955,960

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,302,093,264

    地方債等償還支出 2,288,014,660

    その他の支出 14,078,604

  財務活動収入 2,201,001,280

    地方債等発行収入 2,201,001,280

    その他の収入 -

財務活動収支 -101,091,984

本年度資金収支額 -6,953,409

前年度末資金残高 2,604,590,603

比例連結割合変更に伴う差額 -9,985,975

本年度末資金残高 2,587,651,219

前年度末歳計外現金残高 226,215,147

本年度歳計外現金増減額 3,565,208

本年度末歳計外現金残高 229,780,355

本年度末現金預金残高 2,817,431,574

報告書（連結財務諸表）

金額
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