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
（平成 29 年度決算）

幕別町

*出力条件
*会計年度 ： H29
*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 ： 円

連結貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）
（単位：円）
科目
【資産の部】
固定資産
有形固定資産
事業用資産
土地
立木竹
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
船舶
船舶減価償却累計額
浮標等
浮標等減価償却累計額
航空機
航空機減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定
インフラ資産
土地
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定
物品
物品減価償却累計額
無形固定資産
ソフトウェア
その他
投資その他の資産
投資及び出資金
有価証券
出資金
その他
長期延滞債権
長期貸付金
基金
減債基金
その他
その他
徴収不能引当金
流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金
財政調整基金
減債基金
棚卸資産
その他
徴収不能引当金
繰延資産
資産合計

金額
129,246,836,644
123,074,905,003
30,028,372,038
9,349,425,839
997,653,505
42,896,162,044
△ 24,089,125,538
1,608,896,367
△ 735,073,421
433,242
92,208,203,875
1,299,239,160
2,389,016,188
△ 1,471,824,836
193,554,314,686
△ 103,590,137,376
27,596,053
3,387,783,521
△ 2,549,454,431
896,685,972
2,050,286
894,635,686
5,275,245,669
1,790,938,000
228,947,000
1,561,991,000
266,783,944
88,892,786
3,149,520,164
3,149,520,164
2,485,586
△ 23,374,811
4,195,738,189
1,230,302,498
217,497,022
51,095,853
1,781,913,760
1,504,913,760
277,000,000
917,639,089
4,037,604
△ 6,747,637
133,442,574,833

※ 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。

科目
【負債の部】
固定負債
地方債等
長期未払金
退職手当引当金
損失補償等引当金
その他
流動負債
1年内償還予定地方債等
未払金
未払費用
前受金
前受収益
賞与等引当金
預り金
その他
負債合計
【純資産の部】
固定資産等形成分
余剰分（不足分）
他団体出資等分

純資産合計
負債及び純資産合計

金額
33,634,176,885
29,333,868,751
111,674,204
1,769,769,555
42,673,822
2,376,190,553
3,999,377,129
3,629,713,571
153,998,545
5,517,110
163,415,648
8,251,184
38,481,071
37,633,554,014
131,154,914,564
△ 36,739,259,983
1,393,366,238

95,809,020,819
133,442,574,833

*出力条件
*会計年度 ： H29
*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 ： 円

連結行政コスト計算書
自 平成２９年４月１日
至 平成３０年３月３１日
（単位：円）
科目

経常費用
業務費用
人件費
職員給与費
賞与等引当金繰入額
退職手当引当金繰入額
その他
物件費等
物件費
維持補修費
減価償却費
その他
その他の業務費用
支払利息
徴収不能引当金繰入額
その他
移転費用
補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金
その他
経常収益
使用料及び手数料
その他
純経常行政コスト
臨時損失
災害復旧事業費
資産除売却損
損失補償等引当金繰入額
その他
臨時利益
資産売却益
その他
純行政コスト

金額

29,606,921,881
13,886,994,688
2,450,491,468
2,294,653,197
166,689,910
△ 137,338,985
126,487,346
10,784,720,258
5,047,430,822
368,174,861
5,300,482,043
68,632,532
651,782,962
430,641,679
28,848,791
192,292,492
15,719,927,193
12,567,216,480
1,394,507,424
1,543,739,004
214,464,285
2,134,375,824
1,410,702,398
723,673,426
△ 27,472,546,057
374,322,590
362,970,018
6,813,413
△ 673,144
5,212,303
32,998,739
29,431,029
3,567,710
△ 27,813,869,908

※ 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。

*出力条件
*会計年度 ： H29
*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 ： 円

連結純資産変動計算書
自 平成２９年４月１日
至 平成３０年３月３１日
（単位：円）
科目
前年度末純資産残高
純行政コスト（△）
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額
固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少
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
その他
本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

合計
98,896,250,783
△ 27,813,869,908
24,643,425,387
18,641,072,364
6,002,353,023
△ 3,170,444,521

51,350
83,163,207
△ 3,087,229,964
95,809,020,819

※ 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。

固定資産
等形成分
135,185,107,482

△ 4,088,358,361
1,543,892,012
△ 5,343,010,441
209,717,127
△ 498,957,059
-

余剰分
（不足分）
△ 37,682,171,587
△ 27,813,869,908
24,643,425,387
18,641,072,364
6,002,353,023
△ 3,170,444,521
4,088,358,361
△ 1,543,892,012
5,343,010,441
△ 209,717,127
498,957,059

他団体出資等分
1,393,314,888
0
0
0
0
0

51,350
58,165,443
△ 4,030,192,918
131,154,914,564

24,997,764
942,911,604
△ 36,739,259,983

51,350
1,393,366,238

*出力条件
*会計年度 ： H29
*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 ： 円

連結資金収支計算書
自 平成２９年４月１日
至 平成３０年３月３１日
（単位：円）
科目
【業務活動収支】
業務支出
業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出
移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出
業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入
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
【投資活動収支】
投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出
投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入
投資活動収支
【財務活動収支】
財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出
財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入
財務活動収支
本年度資金収支額
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
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

金額
24,307,497,944
8,605,236,645
2,587,615,097
5,446,122,569
430,641,679
140,857,300
15,702,261,299
12,548,685,593
1,394,507,424
1,543,739,004
215,329,278
26,241,641,997
18,571,261,010
5,593,259,960
1,410,233,301
666,887,726
368,179,304
362,970,018
5,209,286
78,721,425
1,644,686,174
2,939,220,820
1,495,953,797
873,666,666
8,349,000
561,251,357
2,215,552,625
309,377,054
1,181,881,154
586,095,191
44,018,745
94,180,481
△ 723,668,195
4,682,280,960
4,658,780,065
23,500,895
3,666,655,175
3,646,566,000
20,089,175
△ 1,015,625,785
△ 94,607,806
1,325,099,410
△ 460,910
1,230,030,694
33,086
238,718
271,804
1,230,302,498

※ 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。

