
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 33,685,988,285   固定負債 7,000,740,820

    有形固定資産 32,279,619,451     地方債等 6,027,659,571

      事業用資産 11,135,275,141     長期未払金 1,406,000

        土地 2,459,138,063     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 20,398,858,073     その他 290,989,249

        建物減価償却累計額 -12,110,208,163   流動負債 861,041,289

        工作物 522,979,389     １年内償還予定地方債等 695,569,820

        工作物減価償却累計額 -331,194,421     未払金 52,474,412

        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 79,941,667

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 33,055,390

        その他 - 負債合計 7,861,782,109

        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 34,499,102,370

      インフラ資産 20,759,213,058   余剰分（不足分） -7,325,235,447

        土地 1,306,808,915   他団体出資等分 -

        建物 706,670,000

        建物減価償却累計額 -554,034,360

        工作物 51,209,185,722

        工作物減価償却累計額 -31,911,955,219

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,538,000

      物品 823,050,649

      物品減価償却累計額 -437,919,397

    無形固定資産 80,321,956

      ソフトウェア 80,168,856

      その他 153,100

    投資その他の資産 1,326,046,878

      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 -

      長期延滞債権 81,169,575

      長期貸付金 22,670,000

      基金 1,036,798,803

        減債基金 299,632,348

        その他 737,166,455

      その他 -

      徴収不能引当金 -869,000

  流動資産 1,349,660,747

    現金預金 320,753,561

    未収金 38,520,184

    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 177,766,917

    その他 -

    徴収不能引当金 -494,000

  繰延資産 - 純資産合計 27,173,866,923

資産合計 35,035,649,032 負債及び純資産合計 35,035,649,032

全体貸借対照表
（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）

    資産売却益 3,757,351

    その他 6,500,100

純行政コスト 7,452,076,565

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 221,307

  臨時利益 10,257,451

  臨時損失 129,038,701

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 128,817,394

    使用料及び手数料 377,333,929

    その他 367,183,930

純経常行政コスト 7,333,295,315

      社会保障給付 445,367,919

      その他 6,779,600

  経常収益 744,517,859

        その他 85,104,946

    移転費用 3,632,365,237

      補助金等 3,180,217,718

      その他の業務費用 127,474,756

        支払利息 43,081,810

        徴収不能引当金繰入額 -712,000

        維持補修費 131,690,898

        減価償却費 1,702,860,420

        その他 3,300,731

        その他 212,695,339

      物件費等 3,018,234,119

        物件費 1,180,382,070

        職員給与費 985,508,176

        賞与等引当金繰入額 79,941,667

        退職手当引当金繰入額 21,593,880

  経常費用 8,077,813,174

    業務費用 4,445,447,937

      人件費 1,299,739,062

全体行政コスト計算書
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) 他団体出資等分

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

  純行政コスト（△） -7,452,076,565 -7,452,076,565 -

  財源 6,085,278,707 6,085,278,707 -

    税収等 3,827,096,280 3,827,096,280 -

    国県等補助金 2,258,182,427 2,258,182,427 -

  本年度差額 -1,366,797,858 -1,366,797,858 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,634,678,988 1,634,678,988

    有形固定資産等の増加 81,184,199 -81,184,199

    有形固定資産等の減少 -1,704,647,326 1,704,647,326

    貸付金・基金等の増加 322,206,772 -322,206,772

    貸付金・基金等の減少 -333,422,633 333,422,633

  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 - - - -

  その他 8,404,000 8,404,000 -

  本年度純資産変動額 -1,170,925,134 -1,438,806,264 267,881,130 -

本年度末純資産残高 27,173,866,923 34,499,102,370 -7,325,235,447 -

全体純資産変動計算書
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 320,753,561

財務活動収支 -321,572,559

本年度資金収支額 -12,297,179

前年度末資金残高 333,050,740

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 320,753,561

    地方債等償還支出 656,913,559

    その他の支出 14,303,000

  財務活動収入 349,644,000

    地方債等発行収入 349,644,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 18,995,830

    その他の収入 2,633,500

投資活動収支 200,229,515

【財務活動収支】

  財務活動支出 671,216,559

    その他の支出 -

  投資活動収入 611,783,330

    国県等補助金収入 259,380,000

    基金取崩収入 327,813,000

    貸付金元金回収収入 2,961,000

  投資活動支出 411,553,815

    公共施設等整備費支出 231,945,964

    基金積立金支出 179,312,851

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 295,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 221,307

  臨時収入 100

業務活動収支 109,045,865

【投資活動収支】

    税収等収入 3,822,086,626

    国県等補助金収入 1,998,802,427

    使用料及び手数料収入 403,254,743

    その他の収入 258,526,339

  臨時支出 221,307

    移転費用支出 3,632,365,237

      補助金等支出 3,180,217,718

      社会保障給付支出 445,367,919

      その他の支出 6,779,600

  業務収入 6,482,670,135

    業務費用支出 2,741,037,826

      人件費支出 1,294,533,266

      物件費等支出 1,409,030,252

      支払利息支出 43,081,810

      その他の支出 -5,607,502

全体資金収支計算書
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 6,373,403,063


