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
（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 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

全体貸借対照表
（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
投資損失引当金
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
124,731,739,490
119,997,649,044
28,545,957,557
9,334,605,283
997,653,505
40,508,270,260
△ 22,607,129,351
939,376,137
△ 626,818,277
0
90,884,330,318
1,288,401,770
2,071,617,550
△ 1,274,141,385
191,406,173,226
△ 102,634,130,684
26,409,841
2,687,512,475
△ 2,120,151,306
0
0
4,734,090,446
1,789,301,000
227,330,000
1,561,971,000
266,141,184
88,892,786
2,613,130,287
2,613,130,287
△ 23,374,811
2,928,337,458
927,499,159
175,490,083
51,095,853
1,781,000,000
1,504,000,000
277,000,000
△ 6,747,637
127,660,076,948

※ 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）

純資産合計
負債及び純資産合計

金額
32,219,372,407
28,740,461,211
111,674,204
1,731,622,186
42,673,822
1,592,940,984
2,831,920,339
2,604,077,327
55,806,808
134,276,719
37,759,485
35,051,292,746
126,639,817,410
△ 34,031,033,208

92,608,784,202
127,660,076,948

*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

全体行政コスト計算書
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
投資損失引当金繰入額
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

23,935,328,781
12,385,086,856
1,903,809,103
1,782,650,389
133,750,112
△ 136,496,187
123,904,789
9,912,973,685
4,517,813,368
328,810,216
5,060,875,111
5,474,990
568,304,068
411,435,865
28,826,566
128,041,637
11,550,241,925
8,403,201,595
1,394,507,424
1,543,739,004
208,793,902
1,576,192,727
1,234,451,565
341,741,162
△ 22,359,136,054
314,695,140
308,554,872
6,813,412
△ 673,144
29,266,749
29,266,749
△ 22,644,564,445

※ 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 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

全体純資産変動計算書
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
その他
本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

合計
95,581,608,547
△ 22,644,564,445
19,599,583,458
15,461,406,452
4,138,177,006
△ 3,044,980,987

72,156,642
△ 2,972,824,345
92,608,784,202

※ 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
130,628,950,163

△ 3,989,132,753
1,368,718,546
△ 5,040,885,925
98,799,992
△ 415,765,366
△ 3,989,132,753
126,639,817,410

余剰分
（不足分）
△ 35,047,341,616
△ 22,644,564,445
19,599,583,458
15,461,406,452
4,138,177,006
△ 3,044,980,987
3,989,132,753
△ 1,368,718,546
5,040,885,925
△ 98,799,992
415,765,366

72,156,642
1,016,308,408
△ 34,031,033,208

*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

全体資金収支計算書
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
地方債償還支出
その他の支出
財務活動収入
地方債発行収入
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
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
18,944,568,913
7,394,326,988
2,038,741,280
4,867,542,015
411,435,865
76,607,828
11,550,241,925
8,403,201,595
1,394,507,424
1,543,739,004
208,793,902
20,767,277,978
15,487,352,067
3,753,631,952
1,233,990,215
292,303,744
308,554,872
308,554,872
75,168,000
1,589,322,193
2,741,227,758
1,409,545,612
769,868,146
8,349,000
553,465,000
2,061,760,104
309,377,054
1,128,705,896
575,368,531
43,854,465
4,454,158
△ 679,467,654
2,832,056,325
2,808,555,430
23,500,895
1,924,566,000
1,924,566,000
△ 907,490,325
2,364,214
925,134,945
927,499,159
927,499,159

※ 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。

