
幕別町

統一的な基準による財務書類
（新地方公会計制度）

全体財務書類

（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 114,506,951   固定負債 28,902,877

    有形固定資産 109,928,627     地方債等 25,723,467

      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 1,557,793

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 29,280

        立木竹 1,140,078     その他 1,440,325

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,041,921

        建物 42,600,937     １年内償還予定地方債等 2,758,201

        建物減価償却累計額 -25,495,769     未払金 100,609

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 998,790     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -728,054     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 141,335

        船舶 -     預り金 -

        船舶減価償却累計額 -     その他 41,776

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 31,944,798

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 116,262,265

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -30,821,999

        航空機 -   他団体出資等分 -

        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 81,337,037

        土地 1,287,845

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,112,534

        建物減価償却累計額 -1,354,459

        建物減損損失累計額 -

        工作物 193,758,437

        工作物減価償却累計額 -114,546,709

        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 79,389

      物品 3,119,063

      物品減価償却累計額 -2,381,337

      物品減損損失累計額 -

    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 4,565,673

      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 -

      長期延滞債権 171,587

      長期貸付金 85,189

      基金 2,545,584

        減債基金 -

        その他 2,545,584

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,999

  流動資産 2,878,113

    現金預金 953,994

    未収金 178,324

    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 -9,520

  繰延資産 - 純資産合計 85,440,266

資産合計 117,385,064 負債及び純資産合計 117,385,064

全体貸借対照表
（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）

    資産売却益 32,427

    その他 4,410

純行政コスト 23,736,776

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 36,837

  臨時損失 4,355

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 4,355

    使用料及び手数料 1,226,777

    その他 311,029

純経常行政コスト 23,769,259

      社会保障給付 1,417,937

      その他 38,141

  経常収益 1,537,806

        その他 93,256

    移転費用 12,624,571

      補助金等 11,168,492

      その他の業務費用 364,413

        支払利息 266,588

        徴収不能引当金繰入額 4,570

        維持補修費 295,630

        減価償却費 5,183,170

        その他 -

        その他 455,371

      物件費等 9,544,242

        物件費 4,065,442

        職員給与費 2,162,734

        賞与等引当金繰入額 140,547

        退職手当引当金繰入額 15,187

  経常費用 25,307,065

    業務費用 12,682,494

      人件費 2,773,839

全体行政コスト計算書
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)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 87,239,200 118,858,193 -31,618,993 -

  純行政コスト（△） -23,736,776 -23,736,776 -

  財源 21,859,647 21,859,647 -

    税収等 12,611,639 12,611,639 -

    国県等補助金 9,248,008 9,248,008 -

  本年度差額 -1,877,129 -1,877,129 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,674,123 2,674,123

    有形固定資産等の増加 2,553,226 -2,553,226

    有形固定資産等の減少 -5,187,525 5,187,525

    貸付金・基金等の増加 614,806 -614,806

    貸付金・基金等の減少 -654,631 654,631

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 78,194 78,194

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -1,798,935 -2,595,929 796,994 -

本年度末純資産残高 85,440,266 116,262,265 -30,821,999 -

全体純資産変動計算書
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 953,994

財務活動収支 -676,170

本年度資金収支額 134,019

前年度末資金残高 819,976

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 953,994

    地方債等償還支出 2,777,240

    その他の支出 66,877

  財務活動収入 2,167,947

    地方債等発行収入 2,167,947

    その他の収入 -

    資産売却収入 29,685

    その他の収入 51,933

投資活動収支 -1,942,615

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,844,117

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,591,625

    国県等補助金収入 420,680

    基金取崩収入 558,930

    貸付金元金回収収入 530,398

  投資活動支出 3,534,240

    公共施設等整備費支出 2,453,258

    基金積立金支出 570,452

    投資及び出資金支出 1,760

    貸付金支出 508,770

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 4,430

業務活動収支 2,752,804

【投資活動収支】

    税収等収入 12,491,797

    国県等補助金収入 8,822,899

    使用料及び手数料収入 1,239,847

    その他の収入 300,112

  臨時支出 -

    移転費用支出 12,624,571

      補助金等支出 11,168,492

      社会保障給付支出 1,417,937

      その他の支出 38,141

  業務収入 22,854,655

    業務費用支出 7,481,710

      人件費支出 2,757,430

      物件費等支出 4,369,807

      支払利息支出 266,588

      その他の支出 87,885

全体資金収支計算書
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 20,106,281

※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


