
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 65,338,114 ※ 固定負債 14,988,164

有形固定資産 56,885,823 ※ 地方債等 12,683,979
事業用資産 29,091,872 ※ 長期未払金 0

土地 2,349,246 退職手当引当金 1,564,475
立木竹 14,378,562 損失補償等引当金 0
建物 24,038,558 その他 739,710
建物減価償却累計額 △ 12,762,940 流動負債 1,473,758 ※

工作物 1,863,659 1年内償還予定地方債等 1,252,678
工作物減価償却累計額 △ 842,918 未払金 50,478
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 145,861
航空機 0 預り金 18,150
航空機減価償却累計額 0 その他 6,590
その他 446,383 16,461,922
その他減価償却累計額 △ 428,659 【純資産の部】
建設仮勘定 49,982 固定資産等形成分 68,984,030

インフラ資産 27,154,145 余剰分（不足分） △ 15,469,635
土地 1,074,810 他団体出資等分 0
建物 1,490,148
建物減価償却累計額 △ 674,818
工作物 69,235,242
工作物減価償却累計額 △ 44,160,768
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 189,531

物品 2,548,887
物品減価償却累計額 △ 1,909,080

無形固定資産 21,024 ※

ソフトウェア 20,809
その他 216

投資その他の資産 8,431,266
投資及び出資金 2,508,620

有価証券 1,380
出資金 2,507,240
その他 0

長期延滞債権 27,699
長期貸付金 128,764
基金 4,419,762

減債基金 0
その他 4,419,762

その他 1,347,487
徴収不能引当金 △ 1,066

流動資産 4,638,202
現金預金 854,115
未収金 131,555
短期貸付金 39,353
基金 3,606,563

財政調整基金 2,679,484
減債基金 927,079

棚卸資産 7,367
その他 100
徴収不能引当金 △ 851

繰延資産 - 53,514,394 ※

69,976,316 69,976,316

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 12,085,215
業務費用 7,554,845 ※

人件費 2,352,285 ※

職員給与費 2,077,648
賞与等引当金繰入額 146,448
退職手当引当金繰入額 15,180
その他 113,008

物件費等 4,949,270 ※

物件費 2,398,690
維持補修費 308,040
減価償却費 2,237,245
その他 5,294

その他の業務費用 253,290 ※

支払利息 143,503
徴収不能引当金繰入額 745
その他 109,043

移転費用 4,530,370 ※

補助金等 4,069,222
社会保障給付 441,976
他会計への繰出金 7,041
その他 12,132

経常収益 1,561,930
使用料及び手数料 319,746
その他 1,242,184

純経常行政コスト △ 10,523,285
臨時損失 111,911

災害復旧事業費 106,803
資産除売却損 508
損失補償等引当金繰入額 -
その他 4,600

臨時利益 25,088
資産売却益 25,088
その他 0

純行政コスト △ 10,610,107 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 53,852,605 69,888,395 △ 16,035,790 0

純行政コスト（△） △ 10,610,107 △ 10,610,107 0

財源 9,990,994 9,990,994 0

税収等 7,897,551 7,897,551 0

国県等補助金 2,093,443 2,093,443 0

本年度差額 △ 619,113 △ 619,113 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,185,268 ※ 1,185,268 ※

有形固定資産等の増加 1,366,404 △ 1,366,404

有形固定資産等の減少 △ 2,275,172 2,275,172

貸付金・基金等の増加 726,684 △ 726,684

貸付金・基金等の減少 △ 1,003,185 1,003,185

資産評価差額 0 0

無償所管換等 280,903 280,903

他団体出資等分の増加 0 0

他団体出資等分の減少 0 0

比例連結割合変更に伴う差額 0 0

その他 0 0 0

本年度純資産変動額 △ 338,210 △ 904,365 566,155 0

本年度末純資産残高 53,514,394 ※ 68,984,030 △ 15,469,635 0

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 9,751,262

業務費用支出 5,222,108
人件費支出 2,259,581
物件費等支出 2,726,034
支払利息支出 143,503
その他の支出 92,990

移転費用支出 4,529,154
補助金等支出 4,068,005
社会保障給付支出 441,976
他会計への繰出支出 7,041
その他の支出 12,132

業務収入 10,973,249
税収等収入 7,617,812
国県等補助金収入 1,602,993
使用料及び手数料収入 356,451
その他の収入 1,395,993

臨時支出 106,803
災害復旧事業費支出 106,803
その他の支出 0

臨時収入 7,298
業務活動収支 1,122,482
【投資活動収支】

投資活動支出 2,053,177
公共施設等整備費支出 1,393,155
基金積立金支出 330,607
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 329,415
その他の支出 0

投資活動収入 1,498,942
国県等補助金収入 487,741
基金取崩収入 334,470
貸付金元金回収収入 304,784
資産売却収入 25,325
その他の収入 346,622

投資活動収支 △ 554,235
【財務活動収支】

財務活動支出 1,302,056
地方債等償還支出 1,302,056
その他の支出 0

財務活動収入 961,248
地方債等発行収入 961,248
その他の収入 0

財務活動収支 △ 340,808
227,439
608,526

0
835,965

前年度末歳計外現金残高 19,069
本年度歳計外現金増減額 △ 920
本年度末歳計外現金残高 18,150 ※

本年度末現金預金残高 854,115

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



注　記注　記注　記注　記

１．重要な会計方針
(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

①   有形固定資産･･････････････････････････････取得原価
　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　ア   昭和 59 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価
　　ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。
　イ   昭和 60 年度以後に取得したもの
　　取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
　　取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価
　　ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。
②   無形固定資産･･････････････････････････････取得原価
　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　　取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
　　取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法
①   満期保有目的以外の有価証券
  　市場価格のないもの･･････････････････････取得原価
②   出資金
  　市場価格のないもの･･････････････････････出資金額

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は、低価法による。

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法
①   有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
　　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　　建物　　　　　７年～５０年
　　工作物　　　　７年～６０年
　　物品　　　　　２年～２０年
②   無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
（ソフトウェアについては、当町における見込利用期間（５年）に基づく定額法に
よっています。）

(5) 引当金の計上基準及び算定方法
①   徴収不能引当金
　未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上してい
ます。
　長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上
しています。

②   退職手当引当金
　退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当と
して支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち当町へ按
分される額を加算した額を控除した額を計上しています。

③   賞与等引当金
　翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見
込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(6) 連結資金収支計算書における資金の範囲
現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物
　なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払
いを含んでいます。

(7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。

２．重要な会計方針の変更等
該当ありません。

３．重要な後発事象
該当ありません。



４．偶発債務
該当ありません。

５．追加情報
(1) 連結対象団体（会計）

一般会計等　　　　　　　一般会計　　　　　　　　 ： 全部連結
一般会計等　 　　　　　 足寄都市計画足寄市街地区 ： 全部連結
           　　　　　   土地区画整理事業特別会計
公営企業会計　　　　　　簡易水道特別会計　　　　 ： 全部連結
公営企業会計　　　　　　公共下水道事業特別会計　 ： 全部連結
公営企業会計　　　　　　介護サービス事業特別会計 ： 全部連結
公営企業会計　　　　　  上水道事業会計　　　　　 ： 全部連結
公営企業会計  　　　　　国民健康保険病院事業会計 ： 全部連結
その他 　　　 　　　　　国民健康保険事業特別会計 ： 全部連結
その他 　　　　　　　　 介護保険特別会計 　　　　： 全部連結
その他 　　　　　　　　 後期高齢者医療特別会計 　： 全部連結
一部事務組合・広域連合　とかち広域消防事務組合 　： 比例連結(事業別)
一部事務組合・広域連合　北海道市町村備荒資金組合 ： 比例連結(1.452%)
一部事務組合・広域連合　池北三町行政事務組合　　 ： 比例連結(39%)

①　 地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。
② 　上記以外の一部事務組合・広域連合は、統一的な基準による財務書類を入手できなかっ
　　たため、対象外としています。

(2) 出納整理期間
　地方自治法第２３５条の５に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）にお
いては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の
計数としています。
　なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会
計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了し
たものとして調整しています。

(3) 出納整理期間
千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。


