
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

（令和元年度決算）



*出力条件
*会計年度 ： R1
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 121,378,585 固定負債 30,763,731

有形固定資産 115,186,615 ※ 地方債等 26,779,108

事業用資産 28,879,317 長期未払金 152,685

土地 9,344,919 退職手当引当金 1,572,892

立木竹 1,006,064 損失補償等引当金 33,758

建物 43,767,276 その他 2,225,288

建物減価償却累計額 △ 25,991,335 流動負債 4,037,513

工作物 1,670,588 1年内償還予定地方債等 3,675,565

工作物減価償却累計額 △ 918,195 未払金 135,606

船舶 - 未払費用 5,399

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 172,081

航空機 - 預り金 7,632

航空機減価償却累計額 - その他 41,230

その他 0 34,801,245 ※

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 123,028,767

インフラ資産 85,385,689 ※ 余剰分（不足分） △ 32,814,940

土地 1,300,439 他団体出資等分 103,773

建物 2,429,933

建物減価償却累計額 △ 1,537,994

工作物 194,748,796

工作物減価償却累計額 △ 111,587,640

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 32,156

物品 3,627,804

物品減価償却累計額 △ 2,706,195

無形固定資産 861,557

ソフトウェア 20,093

その他 841,464

投資その他の資産 5,330,413 ※

投資及び出資金 1,799,053

有価証券 227,907

出資金 1,570,283

その他 863

長期延滞債権 191,038

長期貸付金 130,643

基金 3,215,587

減債基金 -

その他 3,215,587

その他 8,372

徴収不能引当金 △ 14,281

流動資産 3,740,260

現金預金 1,116,230

未収金 186,405

短期貸付金 487

基金 1,649,696

財政調整基金 1,508,696

減債基金 141,000

棚卸資産 794,781

その他 601

徴収不能引当金 △ 7,940

繰延資産 - 90,317,599 ※

125,118,844 ※ 125,118,844

※ 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。

連結貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



*出力条件
*会計年度 ： R1
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

経常費用 29,447,782 ※

業務費用 14,001,533 ※

人件費 2,744,482 ※

職員給与費 2,459,291
賞与等引当金繰入額 175,205
退職手当引当金繰入額 △ 16,230
その他 126,215

物件費等 10,767,613
物件費 4,960,269
維持補修費 418,441
減価償却費 5,329,669
その他 59,234

その他の業務費用 489,438
支払利息 319,405
徴収不能引当金繰入額 7,427
その他 162,606

移転費用 15,446,249
補助金等 12,422,943
社会保障給付 1,404,579
他会計への繰出金 1,581,002
その他 37,725

経常収益 2,215,314
使用料及び手数料 1,403,956
その他 811,358

純経常行政コスト △ 27,232,468
臨時損失 86,284

災害復旧事業費 -
資産除売却損 55,313
損失補償等引当金繰入額 -
その他 30,971

臨時利益 33,245
資産売却益 12,284
その他 20,961

純行政コスト △ 27,285,507

※ 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。

連結行政コスト計算書
 自　平成31年４月１日　

至　令和２年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： R1
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

前年度末純資産残高 93,144,533 127,047,518 △ 34,012,185 109,200

純行政コスト（△） △ 27,285,507 △ 27,285,507 0

財源 24,393,959 24,393,959 0

税収等 18,430,458 18,430,458 0

国県等補助金 5,963,501 5,963,501 0

本年度差額 △ 2,891,548 △ 2,891,548 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 4,019,876 4,019,876

有形固定資産等の増加 1,389,692 △ 1,389,692

有形固定資産等の減少 △ 5,296,424 5,296,424

貸付金・基金等の増加 581,723 △ 581,723

貸付金・基金等の減少 △ 694,867 694,867

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

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 △ 5,427 △ 5,427

その他 70,041 1,124 68,917

本年度純資産変動額 △ 2,826,934 △ 4,018,752 1,197,245 △ 5,427

本年度末純資産残高 90,317,599 123,028,767 ※ △ 32,814,940 103,773

※ 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。

連結純資産変動計算書
  自　平成31年４月１日　

至　令和２年３月３１日

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



*出力条件

*会計年度 ： R1

*出力帳票選択 ： 財務書類

*団体区分 ： 連結

*団体／会計コード ：

*出力範囲 ： 年次

*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 24,117,967

業務費用支出 8,671,718
人件費支出 2,757,563
物件費等支出 5,399,994
支払利息支出 319,863
その他の支出 194,298

移転費用支出 15,446,249
補助金等支出 12,422,943
社会保障給付支出 1,404,579
他会計への繰出支出 1,581,002
その他の支出 37,725

業務収入 26,269,322 ※

税収等収入 18,374,950
国県等補助金収入 5,739,606
使用料及び手数料収入 1,404,546
その他の収入 750,221

臨時支出 52,771
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 52,771

臨時収入 75
業務活動収支 2,098,659
【投資活動収支】

投資活動支出 2,417,919 ※

公共施設等整備費支出 1,320,754
基金積立金支出 558,217
投資及び出資金支出 2,660
貸付金支出 536,289
その他の支出 -

投資活動収入 1,449,067
国県等補助金収入 198,411
基金取崩収入 558,268
貸付金元金回収収入 557,335
資産売却収入 52,301
その他の収入 82,752

投資活動収支 △ 968,852
【財務活動収支】

財務活動支出 4,387,369
地方債等償還支出 4,350,723
その他の支出 36,646

財務活動収入 3,202,787
地方債等発行収入 3,187,963
その他の収入 14,824

財務活動収支 △ 1,184,582
△ 54,775
1,174,775
△ 3,827

1,116,172 ※

前年度末歳計外現金残高 0
本年度歳計外現金増減額 57
本年度末歳計外現金残高 57

本年度末現金預金残高 1,116,230 ※

※ 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。

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高

連結資金収支計算書
 自　平成31年４月１日　
至　令和２年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


