
幕別町

統一的な基準による財務書類
（新地方公会計制度）

一般会計等財務書類

（令和２年度決算）



【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 83,380,193   固定負債 17,619,249

    有形固定資産 79,356,034     地方債 15,944,941

      事業用資産 27,853,864     長期未払金 152,012

        土地 9,337,882     退職手当引当金 1,493,016

        立木竹 1,140,078     損失補償等引当金 29,280

        建物 42,600,937     その他 -

        建物減価償却累計額 -25,495,769   流動負債 1,990,675

        工作物 998,790     １年内償還予定地方債 1,778,516

        工作物減価償却累計額 -728,054     未払金 82,563

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 129,596

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 19,609,924

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 85,135,507

      インフラ資産 51,135,564   余剰分（不足分） -19,269,357

        土地 1,273,595

        建物 1,402,723

        建物減価償却累計額 -1,067,159

        工作物 137,613,335

        工作物減価償却累計額 -88,086,930

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,850,745

      物品減価償却累計額 -1,484,139

    無形固定資産 12,651

      ソフトウェア 12,651

      その他 -

    投資その他の資産 4,011,508

      投資及び出資金 1,798,313

        有価証券 226,290

        出資金 1,572,023

        その他 -

      投資損失引当金 -25,000

      長期延滞債権 105,469

      長期貸付金 85,189

      基金 2,052,960

        減債基金 -

        その他 2,052,960

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,422

  流動資産 2,095,880

    現金預金 301,213

    未収金 43,076

    短期貸付金 24,314

    基金 1,731,000

      財政調整基金 1,559,000

      減債基金 172,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,722 純資産合計 65,866,149

資産合計 85,476,073 負債及び純資産合計 85,476,073

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。 1/4



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 4,410

純行政コスト 18,247,252

    その他 -

  臨時利益 36,837

    資産売却益 32,427

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 18,284,089

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 595,645

    使用料及び手数料 294,233

    その他 301,412

      社会保障給付 1,417,391

      他会計への繰出金 1,602,792

      その他 9,113

        その他 34,294

    移転費用 8,544,542

      補助金等 5,515,246

      その他の業務費用 132,211

        支払利息 94,588

        徴収不能引当金繰入額 3,329

        維持補修費 268,595

        減価償却費 3,882,731

        その他 -

        その他 432,224

      物件費等 7,641,614

        物件費 3,490,288

        職員給与費 1,999,547

        賞与等引当金繰入額 129,596

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 18,879,734

    業務費用 10,335,192

      人件費 2,561,367

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。 2/4



【様式第3号】

（単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 67,337,340 86,769,049 -19,431,709

  純行政コスト（△） -18,247,252 -18,247,252

  財源 16,698,401 16,698,401

    税収等 10,279,021 10,279,021

    国県等補助金 6,419,381 6,419,381

  本年度差額 -1,548,850 -1,548,850

  固定資産等の変動（内部変動） -1,711,202 1,711,202

    有形固定資産等の増加 2,202,359 -2,202,359

    有形固定資産等の減少 -3,882,731 3,882,731

    貸付金・基金等の増加 530,121 -530,121

    貸付金・基金等の減少 -560,950 560,950

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 77,659 77,659

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,471,191 -1,633,542 162,351

本年度末純資産残高 65,866,149 85,135,507 -19,269,357

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。 3/4



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 301,213

    その他の収入 -

財務活動収支 -91,427

本年度資金収支額 120,390

前年度末資金残高 180,823

本年度末資金残高 301,213

  財務活動支出 1,863,674

    地方債償還支出 1,796,797

    その他の支出 66,877

  財務活動収入 1,772,247

    地方債発行収入 1,772,247

    貸付金元金回収収入 530,248

    資産売却収入 34,040

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,642,502

【財務活動収支】

    貸付金支出 508,620

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,469,411

    国県等補助金収入 416,170

    基金取崩収入 488,954

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,111,914

    公共施設等整備費支出 2,102,572

    基金積立金支出 498,961

    投資及び出資金支出 1,760

  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 1,854,319

  業務収入 16,845,756

    税収等収入 10,251,709

    国県等補助金収入 6,003,211

    使用料及び手数料収入 293,896

    その他の収入 296,940

    移転費用支出 8,544,542

      補助金等支出 5,515,246

      社会保障給付支出 1,417,391

      他会計への繰出支出 1,602,792

      その他の支出 9,113

    業務費用支出 6,446,894

      人件費支出 2,559,426

      物件費等支出 3,758,883

      支払利息支出 94,588

      その他の支出 33,997

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 14,991,437

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。 4/4


