
北海道　八雲町

平 成 ２ ８ 年 度
一 般 会 計
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）

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 94,006

    有形固定資産 88,664

      事業用資産 29,937

        土地 7,354

        立木竹 7,108

        建物 34,338

        建物減価償却累計額 -19,768

        工作物 923

        工作物減価償却累計額 -26

        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 7

      インフラ資産 58,385

        土地 844

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 123,056

        工作物減価償却累計額 -65,516

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,737

      物品減価償却累計額 -1,394

    無形固定資産 86

      ソフトウェア 86

      その他 -

    投資その他の資産 5,255

      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 89

      長期貸付金 184

      基金 4,914

        減債基金 544

        その他 4,370

      その他 -

      徴収不能引当金 -22

  流動資産 1,567

    現金預金 160

    未収金 86

    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 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

資産合計 95,572

平成２８年度　一般会計　貸借対照表

金額



  

（単位：百万円）

科目名

平成２８年度　一般会計　貸借対照表

金額

【負債の部】

  固定負債 13,699

    地方債 12,142

    長期未払金 -

    退職手当引当金 1,556

    損失補償等引当金 -

    その他 -

  流動負債 1,362

    １年内償還予定地方債 1,204

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 123

    預り金 35

    その他 -

負債合計 15,061

【純資産の部】

  固定資産等形成分 95,326

  余剰分（不足分） -14,814

純資産合計 80,512

負債及び純資産合計 95,572



  

（単位：百万円）

科目名

  経常費用 13,072

    業務費用 8,579

      人件費 2,347

        職員給与費 1,868

        賞与等引当金繰入額 123

        退職手当引当金繰入額 -39

        その他 394

      物件費等 6,074

        物件費 2,579

        維持補修費 251

        減価償却費 3,239

        その他 6

      その他の業務費用 157

        支払利息 129

        徴収不能引当金繰入額 -2

        その他 31

    移転費用 4,494

      補助金等 1,337

      社会保障給付 815

      他会計への繰出金 2,277

      その他 66

  経常収益 549

    使用料及び手数料 258

    その他 291

純経常行政コスト 12,524

  臨時損失 302

    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 101

  臨時利益 141

    資産売却益 9

    その他 132

純行政コスト 12,685

平成２８年度　一般会計　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 81,460 96,150 -14,690

  純行政コスト（△） -12,685 -12,685

  財源 11,519 11,519

    税収等 9,705 9,705

    国県等補助金 1,814 1,814

  本年度差額 -1,165 -1,165

  固定資産等の変動（内部変動） -838 838

    有形固定資産等の増加 1,530 -1,530

    有形固定資産等の減少 -3,249 3,249

    貸付金・基金等の増加 2,268 -2,268

    貸付金・基金等の減少 -1,388 1,388

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 217 217

  その他 - -204 204

  本年度純資産変動額 -948 -824 -124

本年度末純資産残高 80,512 95,326 -14,814

平成２８年度　一般会計　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 9,871

    業務費用支出 5,377

      人件費支出 2,382

      物件費等支出 2,847

      支払利息支出 129

      その他の支出 20

    移転費用支出 4,494

      補助金等支出 1,337

      社会保障給付支出 815

      他会計への繰出支出 2,277

      その他の支出 66

  業務収入 12,073

    税収等収入 9,708

    国県等補助金収入 1,814

    使用料及び手数料収入 260

    その他の収入 291

  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 2,202

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,666

    公共施設等整備費支出 1,530

    基金積立金支出 1,869

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 267

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,306

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,009

    貸付金元金回収収入 277

    資産売却収入 19

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,360

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,159

    地方債償還支出 1,159

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,305

    地方債発行収入 1,305

    その他の収入 -

財務活動収支 147

本年度資金収支額 -12

前年度末資金残高 137

本年度末資金残高 125

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 160

平成２８年度　一般会計　資金収支計算書

金額


