
自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目

【資産の部】

  固定資産 160,801,873,327

    有形固定資産 157,027,507,233

      事業用資産 30,105,233,146

        土地 13,537,067,540

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 44,993,884,464

        建物減価償却累計額 -29,289,813,647

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,167,530,516

        工作物減価償却累計額 -1,303,435,727

        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 124,938,212,573

        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 6,520,629,520

      物品減価償却累計額 -4,536,568,006

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 54,427,844

      ソフトウェア 54,347,291

      その他 80,553

    投資その他の資産 3,719,938,250

      投資及び出資金 278,822,300

        有価証券 249,023,400

        出資金 29,798,900

        その他 -

      長期延滞債権 95,612,131

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：全体会計   

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 170,499,000

      基金 3,193,624,419

        減債基金 -

        その他 3,193,624,419

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,119,600

  流動資産 6,271,954,693

    現金預金 2,015,736,685

    未収金 238,235,598

    短期貸付金 20,000,000

    基金 4,007,510,988

      財政調整基金 3,541,829,803

      減債基金 465,681,185

    棚卸資産 66,050

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,594,628

  繰延資産 -

資産合計 167,073,828,020
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自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：全体会計   

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 32,451,372,786

    地方債等 25,545,172,391

    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 6,287,892,868

  流動負債 2,858,614,326

    １年内償還予定地方債等 2,364,168,583

    未払金 91,538,112

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 172,927,497

    預り金 225,107,174

    その他 4,872,960

負債合計 35,309,987,112

【純資産の部】

  固定資産等形成分 164,829,384,315

  余剰分（不足分） -33,065,543,407

  他団体出資等分 -

純資産合計 131,763,840,908

負債及び純資産合計 167,073,828,020
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自治体名：本巣市 年度：令和2年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目

  経常費用 23,802,528,719

    業務費用 12,214,461,118

      人件費 3,045,073,701

        職員給与費 2,063,026,520

        賞与等引当金繰入額 172,927,497

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 809,119,684

      物件費等 8,866,342,851

        物件費 4,817,829,229

        維持補修費 997,908,782

        減価償却費 3,050,604,840

        その他 -

      その他の業務費用 303,044,566

        支払利息 186,588,004

        徴収不能引当金繰入額 15,891,816

        その他 100,564,746

    移転費用 11,588,067,601

      補助金等 9,547,773,907

      社会保障給付 1,915,220,125

      その他 125,073,569

  経常収益 1,532,523,072

    使用料及び手数料 763,799,890

    その他 768,723,182

純経常行政コスト 22,270,005,647

  臨時損失 112,714,705

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 51,647,528

    損失補償等引当金繰入額 57,278,000

    その他 3,789,177

  臨時利益 26,707,455

    資産売却益 26,707,455

    その他 -

純行政コスト 22,356,012,897

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：全体会計   

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 134,813,773,825 164,204,810,491 -29,391,036,666 -

  純行政コスト（△） -22,356,012,897 -22,356,012,897 -

  財源 21,614,611,318 21,614,611,318 -

    税収等 12,538,355,106 12,538,355,106 -

    国県等補助金 9,076,256,212 9,076,256,212 -

  本年度差額 -741,401,579 -741,401,579 -

  固定資産等の変動（内部変動） -760,585,543 760,585,543

    有形固定資産等の増加 2,674,791,825 -2,674,791,825

    有形固定資産等の減少 -3,131,952,368 3,131,952,368

    貸付金・基金等の増加 174,572,000 -174,572,000

    貸付金・基金等の減少 -477,997,000 477,997,000

  資産評価差額 514,200 514,200

  無償所管換等 -5,110,729,661 -5,110,729,661

  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 2,801,684,123 6,495,374,828 -3,693,690,705

  本年度純資産変動額 -3,049,932,917 624,573,824 -3,674,506,741 -

本年度末純資産残高 131,763,840,908 164,829,384,315 -33,065,543,407 -

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：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目

【業務活動収支】

  業務支出 20,766,683,192

    業務費用支出 9,178,615,591

      人件費支出 3,042,859,492

      物件費等支出 5,850,811,195

      支払利息支出 186,588,004

      その他の支出 98,356,900

    移転費用支出 11,588,067,601

      補助金等支出 9,547,773,907

      社会保障給付支出 1,915,220,125

      その他の支出 125,073,569

  業務収入 22,363,863,476

    税収等収入 12,256,708,749

    国県等補助金収入 8,717,029,622

    使用料及び手数料収入 734,690,598

    その他の収入 655,434,507

  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 1,593,391,107

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,885,531,306

    公共施設等整備費支出 2,687,959,306

    基金積立金支出 174,572,000

    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 1,189,853,874

    国県等補助金収入 509,854,324

    基金取崩収入 473,575,000

    貸付金元金回収収入 27,422,000

    資産売却収入 56,407,455

    その他の収入 122,595,095

投資活動収支 -1,695,677,432

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,259,006,239

    地方債等償還支出 2,254,133,279

    その他の支出 4,872,960

  財務活動収入 2,119,432,000

    地方債等発行収入 2,119,432,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -139,574,239

本年度資金収支額 -241,860,564

前年度末資金残高 2,032,490,075

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,790,629,511

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 2,015,736,685

報告書（連結財務諸表）

金額
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