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　　令和２年度財務書類　連結団体

　　　渡島・檜山地方税滞納整理機構

　　　渡島西部広域事務組合

　　　渡島廃棄物処理広域連合

　　　北海道後期高齢者広域連合

　　　北海道町村議会議員公務災害補償等組合

　　　北海道市町村備荒資金組合

令和２年度決算

連 結 財 務 書 類

北海道　木古内町

※令和４年３月時点において、木古内町で確認
　できた一部事務組合等の財務書類を連結した
　ものです。



【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 21,790,241   固定負債 10,283,243

    有形固定資産 19,085,040     地方債等 8,557,681

      事業用資産 9,987,132     長期未払金 -

        土地 2,175,085     退職手当引当金 589,385

        立木竹 33,246     損失補償等引当金 -

        建物 15,183,981     その他 1,136,177

        建物減価償却累計額 -8,134,240   流動負債 1,287,819

        工作物 721,230     １年内償還予定地方債等 1,013,728

        工作物減価償却累計額 -269,904     未払金 78,407

        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 125,787

        航空機 -     預り金 31,744

        航空機減価償却累計額 -     その他 38,154

        その他 - 負債合計 11,571,062

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 277,735   固定資産等形成分 23,025,860

      インフラ資産 7,715,320   余剰分（不足分） -9,570,924

        土地 440,748   他団体出資等分 -

        建物 226,968

        建物減価償却累計額 -68,938

        工作物 16,993,195

        工作物減価償却累計額 -9,907,336

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 30,683

      物品 4,281,157

      物品減価償却累計額 -2,898,569

    無形固定資産 30,446

      ソフトウェア 29,781

      その他 665

    投資その他の資産 2,674,755

      投資及び出資金 34,827

        有価証券 -

        出資金 35,222

        その他 -395

      長期延滞債権 74,018

      長期貸付金 38,289

      基金 2,298,180

        減債基金 -

        その他 2,298,180

      その他 235,022

      徴収不能引当金 -5,581

  流動資産 3,235,757

    現金預金 1,195,641

    未収金 800,172

    短期貸付金 -

    基金 1,235,619

      財政調整基金 1,232,515

      減債基金 3,104

    棚卸資産 5,829

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,503

  繰延資産 - 純資産合計 13,454,936

資産合計 25,025,999 負債及び純資産合計 25,025,999

連結貸借対照表

（令和3年3月31日現在）
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【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 43,724

純行政コスト 7,478,946

    その他 41,201

  臨時利益 69,670

    資産売却益 25,946

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    損失補償等引当金繰入額 -

    使用料及び手数料 898,671

    その他 562,062

純経常行政コスト 7,507,416

      社会保障給付 236,741

      その他 15,924

  経常収益 1,460,733

        その他 83,663

    移転費用 4,304,304

      補助金等 4,051,639

      その他の業務費用 164,381

        支払利息 79,184

        徴収不能引当金繰入額 1,534

        維持補修費 138,721

        減価償却費 836,709

        その他 0

        その他 723,908

      物件費等 2,331,406

        物件費 1,355,975

        職員給与費 1,305,915

        賞与等引当金繰入額 132,898

        退職手当引当金繰入額 5,337

  経常費用 8,968,149

    業務費用 4,663,845

      人件費 2,168,058

連結行政コスト計算書

自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額
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【様式第3号】

（単位：千円）

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 12,024,619 22,017,943 -10,015,635 22,311

  純行政コスト（△） -7,478,946 -7,478,946 -

  財源 8,389,266 8,389,266 -

    税収等 5,397,120 5,397,120 -

    国県等補助金 2,992,146 2,992,146 -

  本年度差額 910,319 910,319 -

  固定資産等の変動（内部変動） 546,751 -546,751

    有形固定資産等の増加 1,540,842 -1,540,842

    有形固定資産等の減少 -820,547 820,547

    貸付金・基金等の増加 229,578 -229,578

    貸付金・基金等の減少 -403,122 403,122

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 537,461 537,461

  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 -79,068 -82,953 26,197 -22,311

  その他 61,604 6,659 54,946

  本年度純資産変動額 1,430,317 1,007,917 444,711 -22,311

本年度末純資産残高 13,454,936 23,025,860 -9,570,924 -

連結純資産変動計算書

自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日
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【様式第4号】

（単位：千円）

本年度歳計外現金増減額 8,004

本年度末歳計外現金残高 30,086

本年度末現金預金残高 1,195,641

財務活動収支 84,903

本年度資金収支額 152,152

前年度末資金残高 1,011,181

比例連結割合変更に伴う差額 2,221

本年度末資金残高 1,165,554

    その他の支出 14,600

  財務活動収入 1,082,594

    地方債等発行収入 1,082,429

    その他の収入 165

前年度末歳計外現金残高 22,083

    その他の収入 159,402

投資活動収支 -621,816

【財務活動収支】

  財務活動支出 997,691

    地方債等償還支出 983,091

  投資活動収入 1,113,388

    国県等補助金収入 585,220

    基金取崩収入 305,158

    貸付金元金回収収入 29,836

    資産売却収入 33,773

  投資活動支出 1,735,203

    公共施設等整備費支出 1,565,347

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 43,047

    その他の支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 41,201

  臨時収入 43,723

業務活動収支 689,064

【投資活動収支】

    税収等収入 5,395,800

    国県等補助金収入 2,615,235

    使用料及び手数料収入 289,701

    その他の収入 580,792

  臨時支出 41,201

    移転費用支出 4,379,774

      補助金等支出 4,127,109

      社会保障給付支出 236,741

      その他の支出 15,924

  業務収入 8,881,529

    業務費用支出 3,815,213

      人件費支出 2,170,480

      物件費等支出 1,485,660

      支払利息支出 79,184

      その他の支出 79,889

連結資金収支計算書

自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,194,987
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