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令和２年度決算

一般会計等財務書類

北海道　木古内町



【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 14,057,517   固定負債 5,622,500

    有形固定資産 12,343,525     地方債 5,157,765

      事業用資産 7,107,782     長期未払金 -

        土地 1,945,029     退職手当引当金 438,565

        立木竹 26,607     損失補償等引当金 -

        建物 10,718,335     その他 26,170

        建物減価償却累計額 -6,298,770   流動負債 680,795

        工作物 648,792     １年内償還予定地方債 602,545

        工作物減価償却累計額 -209,946     未払金 -

        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 34,949

        航空機 -     預り金 30,081

        航空機減価償却累計額 -     その他 13,220

        その他 - 負債合計 6,303,295

        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 15,291,173

      インフラ資産 5,134,886   余剰分（不足分） -6,153,879

        土地 411,577

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 13,078,853

        工作物減価償却累計額 -8,386,228

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 30,683

      物品 559,176

      物品減価償却累計額 -458,318

    無形固定資産 15,179

      ソフトウェア 15,179

      その他 -

    投資その他の資産 1,698,813

      投資及び出資金 35,222

        有価証券 -

        出資金 35,222

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 36,718

      長期貸付金 17,349

      基金 1,611,623

        減債基金 -

        その他 1,611,623

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,100

  流動資産 1,383,071

    現金預金 146,403

    未収金 3,334

    短期貸付金 -

    基金 1,233,655

      財政調整基金 1,231,144

      減債基金 2,511

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -322 純資産合計 9,137,293

資産合計 15,440,588 負債及び純資産合計 15,440,588

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 -

純行政コスト 4,195,138

    その他 -

  臨時利益 25,047

    資産売却益 25,047

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 4,220,185

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

  経常収益 112,925

    使用料及び手数料 69,046

    その他 43,880

      社会保障給付 236,741

      他会計への繰出金 440,306

      その他 14,737

        その他 21,162

    移転費用 2,448,298

      補助金等 1,756,514

      その他の業務費用 48,498

        支払利息 27,335

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 81,118

        減価償却費 468,817

        その他 -

        その他 122,391

      物件費等 1,232,812

        物件費 682,877

        職員給与費 446,162

        賞与等引当金繰入額 34,949

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,333,110

    業務費用 1,884,812

      人件費 603,502

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)

前年度末純資産残高 8,585,856 14,581,821 -5,995,966

  純行政コスト（△） -4,195,138 -4,195,138

  財源 4,317,005 4,317,005

    税収等 3,018,877 3,018,877

    国県等補助金 1,298,128 1,298,128

  本年度差額 121,867 121,867

  固定資産等の変動（内部変動） 287,492 -287,492

    有形固定資産等の増加 891,272 -891,272

    有形固定資産等の減少 -468,817 468,817

    貸付金・基金等の増加 112,498 -112,498

    貸付金・基金等の減少 -247,461 247,461

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 421,859 421,859

  その他 7,712 - 7,712

  本年度純資産変動額 551,438 709,351 -157,914

本年度末純資産残高 9,137,293 15,291,173 -6,153,879

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）

前年度末歳計外現金残高 22,083

本年度歳計外現金増減額 7,998

本年度末歳計外現金残高 30,081

本年度末現金預金残高 146,403

    その他の収入 -

財務活動収支 166,992

本年度資金収支額 56,283

前年度末資金残高 60,039

本年度末資金残高 116,322

  財務活動支出 579,683

    地方債償還支出 566,548

    その他の支出 13,135

  財務活動収入 746,675

    地方債発行収入 746,675

    貸付金元金回収収入 6,000

    資産売却収入 25,047

    その他の収入 -

投資活動収支 -400,540

【財務活動収支】

    貸付金支出 6,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 555,276

    国県等補助金収入 282,768

    基金取崩収入 241,461

【投資活動収支】

  投資活動支出 955,816

    公共施設等整備費支出 891,272

    基金積立金支出 58,544

    投資及び出資金支出 -

  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 289,832

  業務収入 4,152,840

    税収等収入 3,038,645

    国県等補助金収入 1,015,360

    使用料及び手数料収入 56,749

    その他の収入 42,086

    移転費用支出 2,448,298

      補助金等支出 1,756,514

      社会保障給付支出 236,741

      他会計への繰出支出 440,306

      その他の支出 14,737

    業務費用支出 1,414,710

      人件費支出 602,217

      物件費等支出 763,995

      支払利息支出 27,335

      その他の支出 21,162

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 3,863,008
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