
幕別町

統一的な基準による財務書類
（新地方公会計制度）

連結財務書類

（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 115,347,608   固定負債 30,015,232

    有形固定資産 112,444,264     地方債等 26,102,810

      事業用資産 28,918,082     長期未払金 153,887

        土地 9,352,683     退職手当引当金 1,572,881

        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 2,156,374

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,004,619

        建物 44,793,461     １年内償還予定地方債等 3,645,205

        建物減価償却累計額 -27,086,230     未払金 126,407

        建物減損損失累計額 -     未払費用 7,344

        工作物 1,672,628     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -954,538     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 175,891

        船舶 -     預り金 7,630

        船舶減価償却累計額 -     その他 42,143

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 34,019,852

        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 117,106,557

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -31,698,340

        航空機 -   他団体出資等分 109,200

        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 82,539,924

        土地 1,298,682

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,429,933

        建物減価償却累計額 -1,570,159

        建物減損損失累計額 -

        工作物 195,923,696

        工作物減価償却累計額 -115,623,129

        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 80,901

      物品 3,850,717

      物品減価償却累計額 -2,864,458

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 828,349

      ソフトウェア 13,471

      その他 814,878

    投資その他の資産 2,074,994

      投資及び出資金 -1,324,736

        有価証券 2,607

        出資金 -1,327,343

        その他 -

      長期延滞債権 172,614

      長期貸付金 85,189

      基金 3,170,017

        減債基金 -

        その他 3,170,017

      その他 6,951

      徴収不能引当金 -10,041

  流動資産 4,189,660

    現金預金 1,451,603

    未収金 198,526

    短期貸付金 24,314

    基金 1,734,635

      財政調整基金 1,562,635

      減債基金 172,000

    棚卸資産 789,991

    その他 111

    徴収不能引当金 -9,520

  繰延資産 - 純資産合計 85,517,417

資産合計 119,537,268 負債及び純資産合計 119,537,268

連結貸借対照表
（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 32,487

    その他 4,458

純行政コスト 27,290,287

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 36,945

  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 1,376,497

    その他 705,832

純経常行政コスト 27,322,877

      社会保障給付 1,417,937

      その他 40,925

  経常収益 2,082,328

        その他 139,394

    移転費用 15,287,032

      補助金等 13,828,171

      その他の業務費用 419,754

        支払利息 275,748

        徴収不能引当金繰入額 4,611

        維持補修費 351,955

        減価償却費 5,426,366

        その他 40,517

        その他 469,592

      物件費等 10,330,748

        物件費 4,511,910

        職員給与費 2,707,587

        賞与等引当金繰入額 174,970

        退職手当引当金繰入額 15,523

  経常費用 29,405,206

    業務費用 14,118,173

      人件費 3,367,672

連結行政コスト計算書
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 90,292,599 123,003,767 -32,814,940 103,773

  純行政コスト（△） -27,290,287 -27,290,287 -

  財源 25,549,720 25,549,720 -

    税収等 15,835,662 15,835,662 -

    国県等補助金 9,714,057 9,714,057 -

  本年度差額 -1,740,567 -1,740,567 -

  固定資産等の変動（内部変動） -5,987,021 2,862,335

    有形固定資産等の増加 2,600,263 -2,600,263

    有形固定資産等の減少 -8,551,822 5,427,136

    貸付金・基金等の増加 737,142 -737,142

    貸付金・基金等の減少 -772,604 772,604

  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 10,116 9,856 -5,167 5,427

  その他 1,760 1,760 -

  本年度純資産変動額 -4,775,182 -5,897,210 1,116,600 5,427

本年度末純資産残高 85,517,417 117,106,557 -31,698,340 109,200

連結純資産変動計算書
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 -57

本年度歳計外現金増減額 29

本年度末歳計外現金残高 -28

本年度末現金預金残高 1,451,603

財務活動収支 -758,255

本年度資金収支額 331,120

前年度末資金残高 1,116,229

比例連結割合変更に伴う差額 4,281

本年度末資金残高 1,451,631

    地方債等償還支出 4,439,181

    その他の支出 66,881

  財務活動収入 3,747,807

    地方債等発行収入 3,745,967

    その他の収入 1,840

    資産売却収入 29,745

    その他の収入 77,757

投資活動収支 -2,001,152

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,506,063

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,706,407

    国県等補助金収入 422,024

    基金取崩収入 635,881

    貸付金元金回収収入 540,999

  投資活動支出 3,707,558

    公共施設等整備費支出 2,504,950

    基金積立金支出 679,443

    投資及び出資金支出 -1,760

    貸付金支出 524,926

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 4,472

業務活動収支 3,090,528

【投資活動収支】

    税収等収入 15,693,484

    国県等補助金収入 9,264,606

    使用料及び手数料収入 1,391,876

    その他の収入 703,151

  臨時支出 -

    移転費用支出 15,286,166

      補助金等支出 13,828,171

      社会保障給付支出 1,417,937

      その他の支出 40,058

  業務収入 27,053,118

    業務費用支出 8,680,896

      人件費支出 3,343,898

      物件費等支出 4,922,937

      支払利息支出 275,748

      その他の支出 138,314

連結資金収支計算書
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 23,967,063

※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


