
【様式第1号】

自治体名：北広島町 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 72,317,282,305   固定負債 17,378,193,857

    有形固定資産 70,652,975,533     地方債 14,203,601,063

      事業用資産 18,853,445,667     長期未払金 -

        土地 7,841,279,207     退職手当引当金 3,170,428,426

        立木竹 -     損失補償等引当金 2,723,000

        建物 32,623,284,369     その他 1,441,368

        建物減価償却累計額 -21,926,615,701   流動負債 2,577,204,589

        工作物 586,320,121     １年内償還予定地方債 2,321,657,752

        工作物減価償却累計額 -303,991,289     未払金 404,300

        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 174,407,573

        航空機 -     預り金 73,942,472

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,792,492

        その他 - 負債合計 19,955,398,446

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 33,168,960   固定資産等形成分 73,830,537,855

      インフラ資産 51,387,078,491   余剰分（不足分） -19,491,951,528

        土地 3,400,450,785

        建物 5,686,253,720

        建物減価償却累計額 -3,249,490,346

        工作物 155,271,615,329

        工作物減価償却累計額 -109,817,563,746

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 95,812,749

      物品 1,957,156,633

      物品減価償却累計額 -1,544,705,258

    無形固定資産 20,042,166

      ソフトウェア 20,042,166

      その他 -

    投資その他の資産 1,644,264,606

      投資及び出資金 325,176,000

        有価証券 37,950,000

        出資金 287,226,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 104,643,660

      長期貸付金 36,292,178

      基金 1,183,010,308

        減債基金 -

        その他 1,183,010,308

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,857,540

  流動資産 1,976,702,468

    現金預金 395,965,419

    未収金 33,440,809

    短期貸付金 34,381,791

    基金 1,478,873,759

      財政調整基金 1,262,405,190

      減債基金 216,468,569

    棚卸資産 36,326,760

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,286,070 純資産合計 54,338,586,327

資産合計 74,293,984,773 負債及び純資産合計 74,293,984,773

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：北広島町 （単位：円）

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 14,886,362,799

    業務費用 9,140,048,419

      人件費 2,651,419,634

        職員給与費 2,292,391,956

        賞与等引当金繰入額 174,407,573

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 184,620,105

      物件費等 6,312,856,953

        物件費 2,622,297,999

        維持補修費 299,892,231

        減価償却費 3,390,666,723

        その他 -

      その他の業務費用 175,771,832

        支払利息 112,637,453

        徴収不能引当金繰入額 2,836,178

        その他 60,298,201

    移転費用 5,746,314,380

      補助金等 3,255,717,999

      社会保障給付 1,040,303,538

      他会計への繰出金 1,434,454,731

      その他 15,838,112

  経常収益 825,962,056

    使用料及び手数料 479,183,971

    その他 346,778,085

純経常行政コスト 14,060,400,743

  臨時損失 1,284,626,384

    災害復旧事業費 1,275,204,983

    資産除売却損 9,421,401

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 15,509,132

    資産売却益 14,531,132

    その他 978,000

純行政コスト 15,329,517,995



【様式第3号】

自治体名：北広島町 （単位：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 52,237,094,722 72,475,584,535 -20,238,489,813

  純行政コスト（△） -15,329,517,995 -15,329,517,995

  財源 13,009,210,137 13,009,210,137

    税収等 9,641,349,630 9,641,349,630

    国県等補助金 3,367,860,507 3,367,860,507

  本年度差額 -2,320,307,858 -2,320,307,858

  固定資産等の変動（内部変動） -3,066,920,943 3,066,920,943

    有形固定資産等の増加 533,725,500 -533,725,500

    有形固定資産等の減少 -3,400,088,126 3,400,088,126

    貸付金・基金等の増加 492,357,882 -492,357,882

    貸付金・基金等の減少 -692,916,199 692,916,199

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,421,874,263 4,421,874,263

  その他 -74,800 - -74,800

  本年度純資産変動額 2,101,491,605 1,354,953,320 746,538,285

本年度末純資産残高 54,338,586,327 73,830,537,855 -19,491,951,528

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：北広島町 （単位：円）

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 11,493,651,743

    業務費用支出 5,743,113,963

      人件費支出 2,643,231,247

      物件費等支出 2,922,190,230

      支払利息支出 112,637,453

      その他の支出 65,055,033

    移転費用支出 5,750,537,780

      補助金等支出 3,255,717,999

      社会保障給付支出 1,040,303,538

      他会計への繰出支出 1,434,454,731

      その他の支出 20,061,512

  業務収入 12,410,153,794

    税収等収入 9,628,722,204

    国県等補助金収入 2,137,234,825

    使用料及び手数料収入 479,144,797

    その他の収入 165,051,968

  臨時支出 1,275,204,983

    災害復旧事業費支出 1,275,204,983

    その他の支出 -

  臨時収入 1,135,803,682

業務活動収支 777,100,750

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,019,380,703

    公共施設等整備費支出 533,725,500

    基金積立金支出 469,895,203

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,760,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 801,790,714

    国県等補助金収入 94,822,000

    基金取崩収入 665,165,000

    貸付金元金回収収入 27,272,580

    資産売却収入 14,531,134

    その他の収入 -

投資活動収支 -217,589,989

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,239,511,982

    地方債償還支出 2,232,789,390

    その他の支出 6,722,592

  財務活動収入 1,407,627,000

    地方債発行収入 1,407,627,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -831,884,982

本年度資金収支額 -272,374,221

前年度末資金残高 594,397,168

本年度末資金残高 322,022,947

前年度末歳計外現金残高 72,099,073

本年度歳計外現金増減額 1,843,399

本年度末歳計外現金残高 73,942,472

本年度末現金預金残高 395,965,419


