
北海道　八雲町

平 成 ２ ８ 年 度
全 体 財 務 書 類

平成 ２ ９年 ３月 ３ １日現在
（ただし、出納整理期間含む）

一般会計財務書類に、以下の会計に係る内容を加えたものです。 

 ・八雲町国民健康保険事業特別会計 

 ・八雲町後期高齢者医療特別会計 

 ・八雲町介護保険事業特別会計 

 ・八雲町八雲地域簡易水道事業特別会計 

 ・八雲町熊石地域簡易水道事業特別会計 

 ・八雲町下水道事業特別会計 

 ・八雲町農業集落排水事業特別会計 

 ・八雲町病院事業会計 

財務書類に係る各数値は四捨五入で機械的に算出して

いるため、数値の積み上げ結果に応じては合計額に対す

る数値と一致しない場合があります。 



  

（単位：百万円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 117,793

    有形固定資産 111,885

      事業用資産 36,286

        土地 7,443

        立木竹 7,108

        建物 42,724

        建物減価償却累計額 -21,951

        工作物 1,208

        工作物減価償却累計額 -282

        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 36

      インフラ資産 74,215

        土地 851

        建物 2,081

        建物減価償却累計額 -1,391

        工作物 149,058

        工作物減価償却累計額 -76,509

        その他 405

        その他減価償却累計額 -282

        建設仮勘定 3

      物品 4,416

      物品減価償却累計額 -3,032

    無形固定資産 96

      ソフトウェア 94

      その他 2

    投資その他の資産 5,811

      投資及び出資金 89

        有価証券 1

        出資金 89

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 207

      長期貸付金 264

      基金 5,030

        減債基金 544

        その他 4,486

      その他 246

      徴収不能引当金 -25

  流動資産 3,971

    現金預金 1,635

    未収金 969

    短期貸付金 -

    基金 1,320

      財政調整基金 1,320

      減債基金 -

    棚卸資産 49

    その他 -

    徴収不能引当金 -3

資産合計 121,764

平成２８年度　全体　資金収支計算書

金額



  

（単位：百万円）

科目名

平成２８年度　全体　資金収支計算書

金額

【負債の部】

  固定負債 29,414

    地方債 24,702

    長期未払金 -

    退職手当引当金 2,273

    損失補償等引当金 -

    その他 2,440

  流動負債 2,709

    １年内償還予定地方債 1,990

    未払金 263

    未払費用 -

    前受金 0

    前受収益 -

    賞与等引当金 290

    預り金 53

    その他 113

負債合計 32,124

【純資産の部】

  固定資産等形成分 119,113

  余剰分（不足分） -29,473

純資産合計 89,640

負債及び純資産合計 121,764



（単位：百万円）

科目名

  経常費用 25,367

    業務費用 16,139

      人件費 6,425

        職員給与費 5,877

        賞与等引当金繰入額 138

        退職手当引当金繰入額 -39

        その他 450

      物件費等 8,957

        物件費 3,352

        維持補修費 285

        減価償却費 4,356

        その他 965

      その他の業務費用 756

        支払利息 302

        徴収不能引当金繰入額 -30

        その他 484

    移転費用 9,228

      補助金等 6,036

      社会保障給付 817

      他会計への繰出金 2,284

      その他 91

  経常収益 5,762

    使用料及び手数料 5,318

    その他 444

純経常行政コスト 19,605

  臨時損失 347

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 201

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 146

  臨時利益 726

    資産売却益 9

    その他 716

純行政コスト 19,227

平成２８年度　全体　行政コスト計算書

金額



（単位：百万円）

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 91,247 120,308 -29,061

  純行政コスト（△） -19,227 -19,227

  財源 17,282 17,282

    税収等 13,897 13,897

    国県等補助金 3,384 3,384

  本年度差額 -1,945 -1,945

  固定資産等の変動（内部変動） -1,071 1,071

    有形固定資産等の増加 2,573 -2,573

    有形固定資産等の減少 -4,439 4,439

    貸付金・基金等の増加 2,195 -2,195

    貸付金・基金等の減少 -1,400 1,400

  資産評価差額 121 121

  無償所管換等 217 217

  その他 - -463 463

  本年度純資産変動額 -1,607 -1,195 -412

本年度末純資産残高 89,640 119,113 -29,473

平成２８年度　全体　純資産変動計算書



（単位：百万円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 20,854

    業務費用支出 11,626

      人件費支出 6,406

      物件費等支出 4,594

      支払利息支出 302

      その他の支出 323

    移転費用支出 9,228

      補助金等支出 6,036

      社会保障給付支出 817

      他会計への繰出支出 2,284

      その他の支出 91

  業務収入 23,268

    税収等収入 14,184

    国県等補助金収入 3,384

    使用料及び手数料収入 5,344

    その他の収入 355

  臨時支出 45

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 45

  臨時収入 542

業務活動収支 2,911

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,847

    公共施設等整備費支出 2,689

    基金積立金支出 1,875

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 283

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,467

    国県等補助金収入 6

    基金取崩収入 1,034

    貸付金元金回収収入 278

    資産売却収入 19

    その他の収入 128

投資活動収支 -3,381

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,846

    地方債償還支出 1,846

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,483

    地方債発行収入 2,409

    その他の収入 74

財務活動収支 637

本年度資金収支額 167

前年度末資金残高 1,433

本年度末資金残高 1,600

前年度末歳計外現金残高 35

本年度歳計外現金増減額 0

本年度末歳計外現金残高 35

本年度末現金預金残高 1,635

平成２８年度　全体　資金収支計算書

金額


