
南幌町　平成30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 24,347,470,632   固定負債 5,997,894,930

    有形固定資産 23,162,745,648     地方債 5,163,043,930

      事業用資産 10,581,724,390     長期未払金 1,406,000

        土地 2,445,684,427     退職手当引当金 531,526,000

        立木竹 195,702,200     損失補償等引当金 149,160,000

        建物 18,829,043,057     その他 152,759,000

        建物減価償却累計額 -11,077,143,262   流動負債 736,306,710

        工作物 456,039,389     １年内償還予定地方債 618,043,000

        工作物減価償却累計額 -267,601,421     未払金 27,327,000

        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 63,631,000

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 27,305,710

        その他 - 負債合計 6,734,201,640

        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 25,160,584,717

      インフラ資産 12,244,935,750   余剰分（不足分） -6,418,225,208

        土地 1,306,808,915

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 29,522,063,573

        工作物減価償却累計額 -18,586,474,738

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,538,000

      物品 566,179,546

      物品減価償却累計額 -230,094,038

    無形固定資産 59,422,056

      ソフトウェア 59,422,056

      その他 -

    投資その他の資産 1,125,302,928

      投資及び出資金 186,277,500

        有価証券 137,450,000

        出資金 48,827,500

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 20,313,242

      長期貸付金 22,670,000

      基金 896,331,186

        減債基金 299,632,348

        その他 596,698,838

      その他 -

      徴収不能引当金 -289,000

  流動資産 1,129,090,517

    現金預金 137,407,639

    未収金 2,872,370

    短期貸付金 -

    基金 813,114,085

      財政調整基金 813,114,085

      減債基金 -

    棚卸資産 176,190,423

    その他 -

    徴収不能引当金 -494,000 純資産合計 18,742,359,509

資産合計 25,476,561,149 負債及び純資産合計 25,476,561,149

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



南幌町　平成30年度 【様式第2号】

（単位：円）

    その他 6,500,000

純行政コスト 5,487,320,064

    その他 -

  臨時利益 10,257,351

    資産売却益 3,757,351

    資産除売却損 125,469,394

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 5,372,108,021

  臨時損失 125,469,394

    災害復旧事業費 -

  経常収益 345,053,267

    使用料及び手数料 38,772,079

    その他 306,281,188

      社会保障給付 445,367,919

      他会計への繰出金 567,772,390

      その他 590,900

        その他 8,457,941

    移転費用 2,482,588,701

      補助金等 1,468,857,492

      その他の業務費用 40,961,828

        支払利息 32,725,887

        徴収不能引当金繰入額 -222,000

        維持補修費 109,993,756

        減価償却費 1,213,029,780

        その他 2,242,370

        その他 73,682,008

      物件費等 2,266,059,203

        物件費 940,793,297

        職員給与費 790,238,548

        賞与等引当金繰入額 63,631,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,717,161,288

    業務費用 3,234,572,587

      人件費 927,551,556

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



南幌町　平成30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)

前年度末純資産残高 19,497,110,932 26,188,415,857 -6,691,304,925

  純行政コスト（△） -5,487,320,064 -5,487,320,064

  財源 4,548,447,917 4,548,447,917

    税収等 3,465,670,935 3,465,670,935

    国県等補助金 1,082,776,982 1,082,776,982

  本年度差額 -938,872,147 -938,872,147

  固定資産等の変動（内部変動） -1,211,951,864 1,211,951,864

    有形固定資産等の増加 78,223,359 -78,223,359

    有形固定資産等の減少 -1,215,155,486 1,215,155,486

    貸付金・基金等の増加 255,754,263 -255,754,263

    貸付金・基金等の減少 -330,774,000 330,774,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 184,120,724 184,120,724

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -754,751,423 -1,027,831,140 273,079,717

本年度末純資産残高 18,742,359,509 25,160,584,717 -6,418,225,208

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日

至　平成31年3月31日



南幌町　平成30年度 【様式第4号】

（単位：円）

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 137,407,639

    その他の収入 -

財務活動収支 -270,831,465

本年度資金収支額 35,027,975

前年度末資金残高 102,379,664

本年度末資金残高 137,407,639

  財務活動支出 602,475,465

    地方債償還支出 579,768,465

    その他の支出 22,707,000

  財務活動収入 331,644,000

    地方債発行収入 331,644,000

    貸付金元金回収収入 2,961,000

    資産売却収入 18,995,830

    その他の収入 15,500

投資活動収支 279,193,380

【財務活動収支】

    貸付金支出 295,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 609,165,330

    国県等補助金収入 259,380,000

    基金取崩収入 327,813,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 329,971,950

    公共施設等整備費支出 216,563,524

    基金積立金支出 113,113,426

    投資及び出資金支出 -

  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 26,666,060

  業務収入 4,526,784,568

    税収等収入 3,466,904,606

    国県等補助金収入 823,396,982

    使用料及び手数料収入 38,859,383

    その他の収入 197,623,597

    移転費用支出 2,482,588,701

      補助金等支出 1,468,857,492

      社会保障給付支出 445,367,919

      他会計への繰出支出 567,772,390

      その他の支出 590,900

    業務費用支出 2,017,529,807

      人件費支出 923,316,556

      物件費等支出 1,069,832,423

      支払利息支出 32,725,887

      その他の支出 -8,345,059

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,500,118,508


