
【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 92,842,863,729   固定負債 26,856,365,100

    有形固定資産 90,609,593,499     地方債等 21,697,086,975

      事業用資産 20,475,113,723     長期未払金 -

        土地 8,052,075,597     退職手当引当金 3,583,696,741

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 2,723,000

        立木竹 -     その他 1,572,858,384

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,703,907,420

        建物 35,059,151,960     １年内償還予定地方債等 3,202,637,683

        建物減価償却累計額 -23,140,075,062     未払金 175,136,493

        建物減損損失累計額 -     未払費用 5,944,355

        工作物 2,675,899,119     前受金 250,000

        工作物減価償却累計額 -2,260,181,195     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 199,830,461

        船舶 -     預り金 102,696,766

        船舶減価償却累計額 -     その他 17,411,662

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 30,560,272,520

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 94,663,380,399

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -29,205,512,235

        航空機 -   他団体出資等分 226,030,198

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 103,075,422

        その他減価償却累計額 -48,001,078

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 33,168,960

      インフラ資産 69,092,069,716

        土地 4,162,704,922

        土地減損損失累計額 -

        建物 10,041,775,155

        建物減価償却累計額 -5,641,418,496

        建物減損損失累計額 -

        工作物 179,476,593,289

        工作物減価償却累計額 -119,132,207,674

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 184,622,520

      物品 3,159,490,960

      物品減価償却累計額 -2,117,080,900

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 41,977,741

      ソフトウェア 24,113,959

      その他 17,863,782

    投資その他の資産 2,191,292,489

      投資及び出資金 58,864,000

        有価証券 -

        出資金 58,864,000

        その他 -

      長期延滞債権 170,603,112

      長期貸付金 36,292,178

      基金 1,925,633,828

        減債基金 -

        その他 1,925,633,828

      その他 7,475,072

      徴収不能引当金 -7,575,701

  流動資産 3,401,307,153

    現金預金 1,284,058,763

    未収金 218,320,977

    短期貸付金 6,531,791

    基金 1,813,984,879

      財政調整基金 1,597,516,310

      減債基金 216,468,569

    棚卸資産 61,585,748

    その他 20,812,556

    徴収不能引当金 -3,987,561

  繰延資産 - 純資産合計 65,683,898,362

資産合計 96,244,170,882 負債及び純資産合計 96,244,170,882

連結貸借対照表
（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）

連結行政コスト計算書
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 24,426,504,963

    業務費用 13,134,370,246

      人件費 4,147,181,548

        職員給与費 3,402,340,066

        賞与等引当金繰入額 199,830,461

        退職手当引当金繰入額 357,074,144

        その他 187,936,877

      物件費等 8,442,275,537

        物件費 3,772,474,126

        維持補修費 385,644,660

        減価償却費 4,284,156,751

        その他 -

      その他の業務費用 544,913,161

        支払利息 283,633,758

        徴収不能引当金繰入額 5,541,115

        その他 255,738,288

    移転費用 11,292,134,717

      補助金等 10,173,978,431

      社会保障給付 1,041,047,413

      その他 77,108,873

  経常収益 2,994,128,934

    使用料及び手数料 1,057,173,189

    その他 1,936,955,745

純経常行政コスト 21,432,376,029

  臨時損失 1,335,429,283

    災害復旧事業費 1,275,204,983

    資産除売却損 11,564,261

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 48,660,039

  臨時利益 50,486,622

    資産売却益 15,258,368

    その他 35,228,254

純行政コスト 22,717,318,690



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 63,442,967,714 93,705,702,045 -30,485,072,361 222,338,030

  純行政コスト（△） -22,717,318,690 -22,721,010,858 3,692,168

  財源 20,531,605,430 20,531,605,430 -

    税収等 13,011,660,184 13,011,660,184 -

    国県等補助金 7,519,945,246 7,519,945,246 -

  本年度差額 -2,185,713,260 -2,189,405,428 3,692,168

  固定資産等の変動（内部変動） -3,432,250,411 3,432,250,411

    有形固定資産等の増加 922,643,032 -922,643,032

    有形固定資産等の減少 -4,295,850,128 4,295,850,128

    貸付金・基金等の増加 719,742,820 -719,742,820

    貸付金・基金等の減少 -778,786,135 778,786,135

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,429,358,517 4,429,358,517

  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 -3,314,334 -2,917,020 -397,314 -

  その他 599,725 -36,512,732 37,112,457

  本年度純資産変動額 2,240,930,648 957,678,354 1,279,560,126 3,692,168

本年度末純資産残高 65,683,898,362 94,663,380,399 -29,205,512,235 226,030,198

連結純資産変動計算書
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）

連結資金収支計算書
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 20,066,272,888

    業務費用支出 8,491,242,787

      人件費支出 3,786,545,251

      物件費等支出 4,162,388,609

      支払利息支出 283,633,758

      その他の支出 258,675,169

    移転費用支出 11,575,030,101

      補助金等支出 10,173,978,431

      社会保障給付支出 1,041,047,413

      その他の支出 360,004,257

  業務収入 21,940,702,266

    税収等収入 12,915,708,824

    国県等補助金収入 6,228,589,564

    使用料及び手数料収入 1,053,859,559

    その他の収入 1,742,544,319

  臨時支出 1,314,784,601

    災害復旧事業費支出 1,275,204,983

    その他の支出 39,579,618

  臨時収入 1,135,857,492

業務活動収支 1,695,502,269

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,624,606,161

    公共施設等整備費支出 915,550,170

    基金積立金支出 652,464,010

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 56,568,577

    その他の支出 23,404

  投資活動収入 964,974,604

    国県等補助金収入 155,502,000

    基金取崩収入 704,451,761

    貸付金元金回収収入 73,272,580

    資産売却収入 15,675,466

    その他の収入 16,072,797

投資活動収支 -659,631,557

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,116,915,518

    地方債等償還支出 3,105,038,076

    その他の支出 11,877,442

  財務活動収入 1,688,592,000

    地方債等発行収入 1,688,592,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,428,323,518

本年度資金収支額 -392,452,806

前年度末資金残高 1,602,878,327

比例連結割合変更に伴う差額 -417,020

本年度末資金残高 1,210,008,501

前年度末歳計外現金残高 72,105,703

本年度歳計外現金増減額 1,944,559

本年度末歳計外現金残高 74,050,262

本年度末現金預金残高 1,284,058,763


