
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 38,699,691,388   固定負債 9,711,274,550

    有形固定資産 35,794,345,950     地方債等 7,084,918,344

      事業用資産 11,545,294,853     長期未払金 1,406,000

        土地 2,492,869,758     退職手当引当金 616,829,212

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

        建物 21,621,817,566     その他 1,858,960,994

        建物減価償却累計額 -13,014,971,397   流動負債 964,510,268

        工作物 908,082,186     １年内償還予定地方債等 752,728,995

        工作物減価償却累計額 -662,329,929     未払金 75,081,512

        船舶 2     未払費用 2,977

        船舶減価償却累計額 -     前受金 85,289

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 101,147,592

        航空機 -     預り金 166,874

        航空機減価償却累計額 -     その他 35,297,029

        その他 - 負債合計 10,675,784,818

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,124,467   固定資産等形成分 39,513,293,404

      インフラ資産 23,525,867,994   余剰分（不足分） -9,695,636,384

        土地 1,349,981,320   他団体出資等分 -

        建物 1,653,338,844

        建物減価償却累計額 -788,331,855

        工作物 54,838,104,194

        工作物減価償却累計額 -33,581,363,198

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 54,138,689

      物品 1,887,419,794

      物品減価償却累計額 -1,164,236,691

    無形固定資産 678,338,252

      ソフトウェア 81,170,596

      その他 597,167,656

    投資その他の資産 2,227,007,186

      投資及び出資金 445,664,519

        有価証券 284,157,211

        出資金 161,507,308

        その他 -

      長期延滞債権 81,383,158

      長期貸付金 22,670,000

      基金 1,509,885,899

        減債基金 316,874,562

        その他 1,193,011,337

      その他 168,276,174

      徴収不能引当金 -872,564

  流動資産 1,793,750,450

    現金預金 710,661,366

    未収金 87,841,136

    短期貸付金 -

    基金 813,602,016

      財政調整基金 813,602,016

      減債基金 -

    棚卸資産 181,272,653

    その他 867,279

    徴収不能引当金 -494,000

  繰延資産 - 純資産合計 29,817,657,020

資産合計 40,493,441,838 負債及び純資産合計 40,493,441,838

連結貸借対照表
（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）

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 10,224,325,334

    業務費用 5,337,490,636

      人件費 1,629,099,194

        職員給与費 1,233,801,158

        賞与等引当金繰入額 98,425,409

        退職手当引当金繰入額 35,522,810

        その他 261,349,817

      物件費等 3,526,579,260

        物件費 1,463,194,579

        維持補修費 155,063,238

        減価償却費 1,891,167,794

        その他 17,153,649

      その他の業務費用 181,812,182

        支払利息 64,557,233

        徴収不能引当金繰入額 -712,000

        その他 117,966,949

    移転費用 4,886,834,698

      補助金等 4,432,622,960

      社会保障給付 445,367,919

      その他 8,843,819

  経常収益 1,115,926,674

    使用料及び手数料 536,275,541

    その他 579,651,133

純経常行政コスト 9,108,398,660

  臨時損失 133,805,617

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 128,817,397

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,988,220

  臨時利益 11,743,182

    資産売却益 3,757,351

    その他 7,985,831

純行政コスト 9,230,461,095



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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 32,450,920,276 45,650,311,691 -13,199,391,415 -

  純行政コスト（△） -9,230,461,095 -9,230,461,095 -

  財源 7,774,380,278 7,774,380,278 -

    税収等 4,971,690,824 4,971,690,824 -

    国県等補助金 2,802,689,454 2,802,689,454 -

  本年度差額 -1,456,080,817 -1,456,080,817 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,688,684,602 1,688,684,602

    有形固定資産等の増加 222,100,085 -222,100,085

    有形固定資産等の減少 -1,889,795,587 1,889,795,587

    貸付金・基金等の増加 524,086,182 -524,086,182

    貸付金・基金等の減少 -545,075,282 545,075,282

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 187,468,724 187,468,724

  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 -1,467,446,718 -4,696,780,796 3,229,334,078 -

  その他 102,795,555 60,978,387 41,817,168

  本年度純資産変動額 -2,633,263,256 -6,137,018,287 3,503,755,031 -

本年度末純資産残高 29,817,657,020 39,513,293,404 -9,695,636,384 -

連結純資産変動計算書
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）

連結資金収支計算書
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 8,376,597,577

    業務費用支出 3,484,144,137

      人件費支出 1,669,798,609

      物件費等支出 1,734,059,241

      支払利息支出 64,576,224

      その他の支出 15,710,063

    移転費用支出 4,892,453,440

      補助金等支出 4,438,117,255

      社会保障給付支出 445,367,919

      その他の支出 8,968,266

  業務収入 8,552,642,942

    税収等収入 4,971,570,502

    国県等補助金収入 2,543,290,502

    使用料及び手数料収入 557,449,990

    その他の収入 480,331,948

  臨時支出 4,988,124

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,988,124

  臨時収入 1,485,831

業務活動収支 172,543,072

【投資活動収支】

  投資活動支出 731,251,427

    公共施設等整備費支出 457,753,848

    基金積立金支出 248,594,969

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 24,902,610

    その他の支出 -

  投資活動収入 871,142,661

    国県等補助金収入 263,383,264

    基金取崩収入 368,325,731

    貸付金元金回収収入 28,534,810

    資産売却収入 115,787,940

    その他の収入 95,110,916

投資活動収支 139,891,234

【財務活動収支】

  財務活動支出 727,755,671

    地方債等償還支出 713,452,671

    その他の支出 14,303,000

  財務活動収入 364,644,377

    地方債等発行収入 362,779,200

    その他の収入 1,865,177

財務活動収支 -363,111,294

本年度資金収支額 -50,676,988

前年度末資金残高 1,229,766,820

比例連結割合変更に伴う差額 -468,590,898

本年度末資金残高 710,498,934

前年度末歳計外現金残高 191,597

本年度歳計外現金増減額 -29,165

本年度末歳計外現金残高 162,432

本年度末現金預金残高 710,661,366


