
【様式第1号】

自治体名：北広島町

会計：一般会計等 （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 70,237,889,573   固定負債 16,471,971,760

    有形固定資産 68,656,881,115     地方債 13,854,173,193

      事業用資産 19,069,450,165     長期未払金 -

        土地 7,839,510,178     退職手当引当金 2,616,701,439

        立木竹 -     損失補償等引当金 982,000

        建物 33,086,107,249     その他 115,128

        建物減価償却累計額 -22,503,454,221   流動負債 2,622,701,161

        工作物 586,320,121     １年内償還予定地方債 2,374,114,870

        工作物減価償却累計額 -334,182,122     未払金 6,841,700

        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 168,643,261

        航空機 -     預り金 71,775,090

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,326,240

        その他 - 負債合計 19,094,672,921

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 395,148,960   固定資産等形成分 71,640,314,750

      インフラ資産 49,301,086,292   余剰分（不足分） -18,826,901,001

        土地 3,532,963,332

        建物 5,690,151,020

        建物減価償却累計額 -3,387,197,572

        工作物 155,344,111,588

        工作物減価償却累計額 -112,169,029,171

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 290,087,095

      物品 1,970,676,769

      物品減価償却累計額 -1,684,332,111

    無形固定資産 23,327,837

      ソフトウェア 23,327,837

      その他 -

    投資その他の資産 1,557,680,621

      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 110,570,930

      長期貸付金 38,207,058

      基金 1,088,496,390

        減債基金 -

        その他 1,088,496,390

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,769,757

  流動資産 1,670,197,097

    現金預金 232,290,269

    未収金 31,171,861

    短期貸付金 5,289,870

    基金 1,397,135,307

      財政調整基金 1,180,250,732

      減債基金 216,884,575

    棚卸資産 6,216,100

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,906,310 純資産合計 52,813,413,749

資産合計 71,908,086,670 負債及び純資産合計 71,908,086,670

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：北広島町

会計：一般会計等 （単位：円）

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 14,345,560,797

    業務費用 8,698,646,559

      人件費 2,616,286,637

        職員給与費 2,269,746,217

        賞与等引当金繰入額 168,643,261

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 177,897,159

      物件費等 5,887,136,657

        物件費 2,377,519,787

        維持補修費 170,368,389

        減価償却費 3,339,248,481

        その他 -

      その他の業務費用 195,223,265

        支払利息 105,152,687

        徴収不能引当金繰入額 6,676,067

        その他 83,394,511

    移転費用 5,646,914,238

      補助金等 3,105,584,810

      社会保障給付 1,074,852,449

      他会計への繰出金 1,446,709,279

      その他 19,767,700

  経常収益 1,302,938,444

    使用料及び手数料 484,879,407

    その他 818,059,037

純経常行政コスト 13,042,622,353

  臨時損失 572,998,279

    災害復旧事業費 572,217,017

    資産除売却損 781,262

    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 35,011,975

    資産売却益 33,270,975

    その他 1,741,000

純行政コスト 13,580,608,657



【様式第3号】

自治体名：北広島町

会計：一般会計等 （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 54,338,586,327 73,830,537,855 -19,491,951,528

  純行政コスト（△） -13,580,608,657 -13,580,608,657

  財源 12,625,117,776 12,625,117,776

    税収等 9,517,551,918 9,517,551,918

    国県等補助金 3,107,565,858 3,107,565,858

  本年度差額 -955,490,881 -955,490,881

  固定資産等の変動（内部変動） -2,304,407,511 2,304,407,511

    有形固定資産等の増加 1,249,841,343 -1,249,841,343

    有形固定資産等の減少 -3,357,773,496 3,357,773,496

    貸付金・基金等の増加 506,987,696 -506,987,696

    貸付金・基金等の減少 -703,463,054 703,463,054

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 115,123,406 115,123,406

  その他 -684,805,103 -939,000 -683,866,103

  本年度純資産変動額 -1,525,172,578 -2,190,223,105 665,050,527

本年度末純資産残高 52,813,413,749 71,640,314,750 -18,826,901,001

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：北広島町

会計：一般会計等 （単位：円）

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 10,966,962,351

    業務費用支出 5,326,485,513

      人件費支出 2,622,050,949

      物件費等支出 2,547,888,176

      支払利息支出 105,152,687

      その他の支出 51,393,701

    移転費用支出 5,640,476,838

      補助金等支出 3,105,584,810

      社会保障給付支出 1,074,852,449

      他会計への繰出支出 1,446,709,279

      その他の支出 13,330,300

  業務収入 12,598,767,715

    税収等収入 9,509,280,576

    国県等補助金収入 2,345,761,436

    使用料及び手数料収入 487,635,960

    その他の収入 256,089,743

  臨時支出 572,217,017

    災害復旧事業費支出 572,217,017

    その他の支出 -

  臨時収入 421,354,422

業務活動収支 1,480,942,769

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,506,088,973

    公共施設等整備費支出 1,249,841,343

    基金積立金支出 239,127,630

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 17,120,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 850,924,683

    国県等補助金収入 340,450,000

    基金取崩収入 415,380,000

    貸付金元金回収収入 44,079,955

    資産売却収入 51,014,728

    その他の収入 -

投資活動収支 -655,164,290

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,379,702,247

    地方債償還支出 2,373,252,855

    その他の支出 6,449,392

  財務活動収入 1,392,416,000

    地方債発行収入 1,392,416,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -987,286,247

本年度資金収支額 -161,507,768

前年度末資金残高 322,022,947

本年度末資金残高 160,515,179

前年度末歳計外現金残高 73,942,472

本年度歳計外現金増減額 -2,167,382

本年度末歳計外現金残高 71,775,090

本年度末現金預金残高 232,290,269


