
【様式第1号】

自治体名：北広島町

会計：全体会計 （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 88,450,829,505   固定負債 23,921,482,196

    有形固定資産 86,639,626,641     地方債等 19,943,915,504

      事業用資産 19,227,884,643     長期未払金 -

        土地 7,852,644,204     退職手当引当金 2,616,701,439

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 982,000

        立木竹 -     その他 1,359,883,253

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,502,188,983

        建物 33,616,226,249     １年内償還予定地方債等 3,176,367,627

        建物減価償却累計額 -22,888,272,769     未払金 38,637,893

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 586,320,121     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -334,182,122     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 188,718,983

        船舶 -     預り金 96,083,495

        船舶減価償却累計額 -     その他 2,380,985

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 27,423,671,179

        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 90,073,780,597

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -26,567,164,712

        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 395,148,960

      インフラ資産 66,648,805,888

        土地 4,295,217,467

        土地減損損失累計額 -

        建物 10,061,742,455

        建物減価償却累計額 -5,890,865,882

        建物減損損失累計額 -

        工作物 179,855,301,919

        工作物減価償却累計額 -122,056,267,461

        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 383,677,390

      物品 2,875,045,054

      物品減価償却累計額 -2,112,108,944

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 38,955,724

      ソフトウェア 26,639,117

      その他 12,316,607

    投資その他の資産 1,772,247,140

      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 180,132,238

      長期貸付金 38,207,058

      基金 1,236,012,022

        減債基金 -

        その他 1,236,012,022

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,280,178

  流動資産 2,479,457,559

    現金預金 787,060,911

    未収金 62,228,996

    短期貸付金 5,289,870

    基金 1,617,661,222

      財政調整基金 1,400,776,647

      減債基金 216,884,575

    棚卸資産 6,216,100

    その他 4,612,100

    徴収不能引当金 -3,611,640

  繰延資産 - 純資産合計 63,506,615,885

資産合計 90,930,287,064 負債及び純資産合計 90,930,287,064

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
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 19,521,828,596

    業務費用 10,544,279,550

      人件費 2,892,301,706

        職員給与費 2,523,159,164

        賞与等引当金繰入額 188,718,983

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 180,423,559

      物件費等 7,280,995,265

        物件費 2,925,282,681

        維持補修費 237,747,383

        減価償却費 4,117,965,201

        その他 -

      その他の業務費用 370,982,579

        支払利息 246,597,071

        徴収不能引当金繰入額 10,891,818

        その他 113,493,690

    移転費用 8,977,549,046

      補助金等 7,868,310,797

      社会保障給付 1,074,852,449

      その他 34,385,800

  経常収益 2,027,999,762

    使用料及び手数料 1,069,095,770

    その他 958,903,992

純経常行政コスト 17,493,828,834

  臨時損失 574,050,117

    災害復旧事業費 572,217,017

    資産除売却損 1,781,590

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 51,510

  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 18,032,866,976



【様式第3号】

自治体名：北広島町

会計：全体会計 （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 64,769,459,322 93,470,601,818 -28,701,142,496 -

  純行政コスト（△） -18,032,866,976 -18,032,866,976 -

  財源 17,365,989,181 17,365,989,181 -

    税収等 11,501,279,940 11,501,279,940 -

    国県等補助金 5,864,709,241 5,864,709,241 -

  本年度差額 -666,877,795 -666,877,795 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,517,864,367 3,517,864,367

    有形固定資産等の増加 1,592,573,615 -1,592,573,615

    有形固定資産等の減少 -4,931,724,119 4,931,724,119

    貸付金・基金等の増加 525,588,949 -525,588,949

    貸付金・基金等の減少 -704,302,812 704,302,812

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 121,644,878 121,644,878

  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 -717,610,520 -601,732 -717,008,788

  本年度純資産変動額 -1,262,843,437 -3,396,821,221 2,133,977,784 -

本年度末純資産残高 63,506,615,885 90,073,780,597 -26,567,164,712 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 15,345,824,500

    業務費用支出 6,371,382,654

      人件費支出 2,897,226,043

      物件費等支出 3,145,772,080

      支払利息支出 246,597,071

      その他の支出 81,787,460

    移転費用支出 8,974,441,846

      補助金等支出 7,868,310,797

      社会保障給付支出 1,074,852,449

      その他の支出 31,278,600

  業務収入 17,818,363,075

    税収等収入 11,385,335,910

    国県等補助金収入 4,959,819,819

    使用料及び手数料収入 1,077,259,210

    その他の収入 395,948,136

  臨時支出 572,268,527

    災害復旧事業費支出 572,217,017

    その他の支出 51,510

  臨時収入 421,354,422

業務活動収支 2,321,624,470

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,862,296,228

    公共施設等整備費支出 1,592,910,883

    基金積立金支出 252,265,345

    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 1,007,148,003

    国県等補助金収入 483,535,000

    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 13,138,320

投資活動収支 -855,148,225

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,157,227,219

    地方債等償還支出 3,150,425,975

    その他の支出 6,801,244

  財務活動収入 1,575,919,638

    地方債等発行収入 1,574,516,000

    その他の収入 1,403,638

財務活動収支 -1,581,307,581

本年度資金収支額 -114,831,336

前年度末資金残高 869,853,666

比例連結割合変更に伴う差額 -39,736,509

本年度末資金残高 715,285,821

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 787,060,911


