
【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 91,736,950,538   固定負債 26,282,208,048

    有形固定資産 89,861,765,426     地方債等 21,545,766,423

      事業用資産 19,801,370,473     長期未払金 -

        土地 7,899,343,049     退職手当引当金 3,170,428,426

        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 1,563,290,199

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,467,718,681

        建物 34,353,278,108     １年内償還予定地方債等 3,150,426,680

        建物減価償却累計額 -22,774,881,457     未払金 17,665,729

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 810,293,121     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -519,831,308     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 193,643,320

        船舶 -     預り金 97,445,757

        船舶減価償却累計額 -     その他 8,537,195

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 29,749,926,729

        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 93,470,601,818

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -28,701,142,496

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        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 33,168,960

      インフラ資産 69,092,069,714

        土地 4,162,704,920

        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 2,957,640,230

      物品減価償却累計額 -1,989,314,991

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 33,985,297

      ソフトウェア 21,425,430

      その他 12,559,867

    投資その他の資産 1,841,199,815

      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 -

      長期延滞債権 169,785,454

      長期貸付金 36,292,178

      基金 1,317,518,410

        減債基金 -

        その他 1,317,518,410

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,572,227

  流動資産 2,782,435,513

    現金預金 943,796,138

    未収金 69,372,810

    短期貸付金 34,381,791

    基金 1,699,269,489

      財政調整基金 1,482,800,920

      減債基金 216,468,569

    棚卸資産 36,326,760

    その他 3,200,000

    徴収不能引当金 -3,911,475

  繰延資産 - 純資産合計 64,769,459,322

資産合計 94,519,386,051 負債及び純資産合計 94,519,386,051

全体貸借対照表
（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）

全体行政コスト計算書
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 20,098,912,147

    業務費用 11,101,159,275

      人件費 2,921,765,581

        職員給与費 2,540,286,156

        賞与等引当金繰入額 193,643,320

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 187,836,105

      物件費等 7,754,259,005

        物件費 3,192,782,618

        維持補修費 351,825,529

        減価償却費 4,209,650,858

        その他 -

      その他の業務費用 425,134,689

        支払利息 282,882,795

        徴収不能引当金繰入額 5,537,641

        その他 136,714,253

    移転費用 8,997,752,872

      補助金等 7,906,677,998

      社会保障給付 1,041,047,413

      その他 50,027,461

  経常収益 1,506,174,485

    使用料及び手数料 1,006,665,944

    その他 499,508,541

純経常行政コスト 18,592,737,662

  臨時損失 1,288,243,794

    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 1,474,550

  臨時利益 15,562,942

    資産売却益 14,531,132

    その他 1,031,810

純行政コスト 19,865,418,514



【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 62,559,564,812 92,539,399,575 -29,979,834,763 -

  純行政コスト（△） -19,865,418,514 -19,865,418,514 -

  財源 17,647,094,816 17,647,094,816 -

    税収等 11,593,884,762 11,593,884,762 -

    国県等補助金 6,053,210,054 6,053,210,054 -

  本年度差額 -2,218,323,698 -2,218,323,698 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,496,753,508 3,496,753,508

    有形固定資産等の増加 850,655,089 -850,655,089

    有形固定資産等の減少 -4,220,927,139 4,220,927,139

    貸付金・基金等の増加 637,585,624 -637,585,624

    貸付金・基金等の減少 -764,067,082 764,067,082

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,427,618,483 4,427,618,483

  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 - - - -

  その他 599,725 337,268 262,457

  本年度純資産変動額 2,209,894,510 931,202,243 1,278,692,267 -

本年度末純資産残高 64,769,459,322 93,470,601,818 -28,701,142,496 -

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 15,898,835,418

    業務費用支出 6,897,810,746

      人件費支出 2,912,412,418

      物件費等支出 3,562,983,160

      支払利息支出 282,882,795

      その他の支出 139,532,373

    移転費用支出 9,001,024,672

      補助金等支出 7,906,677,998

      社会保障給付支出 1,041,047,413

      その他の支出 53,299,261

  業務収入 17,592,905,225

    税収等収入 11,508,964,120

    国県等補助金収入 4,761,904,372

    使用料及び手数料収入 1,003,329,705

    その他の収入 318,707,028

  臨時支出 1,276,679,533

    災害復旧事業費支出 1,275,204,983

    その他の支出 1,474,550

  臨時収入 1,135,857,492

業務活動収支 1,553,247,766

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,477,152,278

    公共施設等整備費支出 849,249,237

    基金積立金支出 572,143,041

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 55,760,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 938,080,502

    国県等補助金収入 155,502,000

    基金取崩収入 680,746,368

    貸付金元金回収収入 82,272,580

    資産売却収入 14,531,134

    その他の収入 5,028,420

投資活動収支 -539,071,776

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,044,813,330

    地方債等償還支出 3,037,691,389

    その他の支出 7,121,941

  財務活動収入 1,643,327,000

    地方債等発行収入 1,643,327,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,401,486,330

本年度資金収支額 -387,310,340

前年度末資金残高 1,257,164,006

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 869,853,666

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 943,796,138


