
南幌町　平成29年度 【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 34,949,342,073   固定負債 7,377,555,507

    有形固定資産 33,546,039,778     地方債等 6,373,742,094

      事業用資産 11,523,091,046     長期未払金 28,998,680

        土地 2,479,041,924     退職手当引当金 635,551,000

        立木竹 196,472,775     損失補償等引当金 155,660,000

        建物 20,204,783,601     その他 183,603,733

        建物減価償却累計額 -11,563,918,369   流動負債 787,972,230

        工作物 522,979,389     １年内償還予定地方債等 656,756,856

        工作物減価償却累計額 -316,268,274     未払金 40,021,204

        船舶 -     未払費用 -

        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 77,857,765

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 13,336,405

        その他 - 負債合計 8,165,527,737

        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 35,937,908,634

      インフラ資産 21,775,527,469   余剰分（不足分） -7,593,116,577

        土地 1,306,807,497   他団体出資等分 -

        建物 706,670,000

        建物減価償却累計額 -543,126,028

        工作物 51,199,174,122

        工作物減価償却累計額 -30,896,536,122

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,538,000

      物品 612,008,338

      物品減価償却累計額 -364,587,075

    無形固定資産 101,767,324

      ソフトウェア 101,614,224

      その他 153,100

    投資その他の資産 1,301,534,971

      投資及び出資金 186,293,000

        有価証券 137,450,000

        出資金 48,843,000

        その他 -

      長期延滞債権 86,571,086

      長期貸付金 25,336,000

      基金 1,005,213,885

        減債基金 329,599,389

        その他 675,614,496

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,879,000

  流動資産 1,560,977,721

    現金預金 333,050,740

    未収金 61,923,317

    短期貸付金 -

    基金 988,566,561

      財政調整基金 988,566,561

      減債基金 -

    棚卸資産 177,633,103

    その他 -

    徴収不能引当金 -196,000

  繰延資産 - 純資産合計 28,344,792,057

資産合計 36,510,319,794 負債及び純資産合計 36,510,319,794

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



南幌町　平成29年度 【様式第2号】

（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

科目名 金額

  経常費用 8,482,931,554

    業務費用 4,239,551,106

      人件費 1,238,433,709

        職員給与費 984,060,069

        賞与等引当金繰入額 75,033,825

        退職手当引当金繰入額 -18,192,472

        その他 197,532,287

      物件費等 2,898,940,675

        物件費 1,125,295,073

        維持補修費 108,696,936

        減価償却費 1,661,351,403

        その他 3,597,263

      その他の業務費用 102,176,722

        支払利息 51,523,830

        徴収不能引当金繰入額 -1,520,000

        その他 52,172,892

    移転費用 4,243,380,448

      補助金等 3,255,501,993

      社会保障給付 448,966,558

      その他 6,614,400

  経常収益 671,101,441

    使用料及び手数料 448,763,720

    その他 222,337,721

純経常行政コスト 7,811,830,113

  臨時損失 48,040,641

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 41,437,132

    損失補償等引当金繰入額 -6,500,000

    その他 13,103,509

  臨時利益 65,354,667

    資産売却益 25,868,904

    その他 39,485,763

純行政コスト 7,794,516,087



南幌町　平成29年度 【様式第3号】

（単位：円）

科目名 合計 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 29,351,550,859 37,034,561,680 -7,683,010,821 -

  純行政コスト（△） -7,794,516,087 -7,794,516,087 -

  財源 6,766,175,114 6,766,175,114 -

    税収等 4,981,250,925 4,981,250,925 -

    国県等補助金 1,784,924,189 1,784,924,189 -

  本年度差額 -1,028,340,973 -1,028,340,973 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,118,235,217 1,118,235,217

    有形固定資産等の増加 600,686,185 -600,686,185

    有形固定資産等の減少 -1,688,285,348 1,688,285,348

    貸付金・基金等の増加 180,557,936 -180,557,936

    貸付金・基金等の減少 -211,193,990 211,193,990

  資産評価差額 9,920,000 9,920,000

  無償所管換等 11,662,171 11,662,171

  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 -1,006,758,802 -1,096,653,046 89,894,244 -

本年度末純資産残高 28,344,792,057 35,937,908,634 -7,593,116,577 -

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



南幌町　平成29年度 【様式第4号】

（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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,842,162,436

    業務費用支出 2,598,781,988

      人件費支出 1,279,653,640

      物件費等支出 1,269,037,837

      支払利息支出 51,523,830

      その他の支出 -1,433,319

    移転費用支出 4,243,380,448

      補助金等支出 3,255,501,993

      社会保障給付支出 448,966,558

      その他の支出 6,614,400

  業務収入 7,388,492,038

    税収等収入 4,941,542,820

    国県等補助金収入 1,784,924,189

    使用料及び手数料収入 439,687,308

    その他の収入 222,337,721

  臨時支出 13,103,509

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 13,103,509

  臨時収入 24,436,611

業務活動収支 557,662,704

【投資活動収支】

  投資活動支出 773,991,730

    公共施設等整備費支出 635,891,396

    基金積立金支出 137,855,334

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 245,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 259,445,281

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 208,013,000

    貸付金元金回収収入 2,971,000

    資産売却収入 38,541,281

    その他の収入 9,920,000

投資活動収支 -514,546,449

【財務活動収支】

  財務活動支出 645,745,530

    地方債等償還支出 628,302,970

    その他の支出 17,442,560

  財務活動収入 684,198,000

    地方債等発行収入 684,198,000

    その他の収入 -

財務活動収支 38,452,470

本年度資金収支額 81,568,725

前年度末資金残高 251,482,015

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 333,050,740

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 333,050,740


