
【様式第1号】

自治体名：北広島町

会計：連結会計 （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 89,601,751,314   固定負債 24,542,055,653

    有形固定資産 87,337,766,479     地方債等 20,050,582,195

      事業用資産 19,868,726,027     長期未払金 -

        土地 8,009,620,794     退職手当引当金 3,130,280,773

        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 1,360,210,685

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,757,888,639

        建物 34,325,732,490     １年内償還予定地方債等 3,293,278,383

        建物減価償却累計額 -23,278,931,402     未払金 151,660,137

        建物減損損失累計額 -     未払費用 7,011,620

        工作物 2,476,072,345     前受金 24,262

        工作物減価償却累計額 -2,096,481,212     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 194,483,830

        船舶 -     預り金 102,390,588

        船舶減価償却累計額 -     その他 9,039,819

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 28,299,944,292

        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 91,315,446,998

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -27,170,425,800

        航空機 -   他団体出資等分 213,933,307

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 89,296,236

        その他減価償却累計額 -54,361,184

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 397,777,960

      インフラ資産 66,648,805,890

        土地 4,295,217,469

        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 3,076,031,436

      物品減価償却累計額 -2,255,796,874

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 47,006,811

      ソフトウェア 29,384,157

      その他 17,622,654

    投資その他の資産 2,216,978,024

      投資及び出資金 58,865,000

        有価証券 -

        出資金 58,865,000

        その他 -

      長期延滞債権 180,894,015

      長期貸付金 38,207,058

      基金 1,937,217,552

        減債基金 -

        その他 1,937,217,552

      その他 9,079,247

      徴収不能引当金 -7,284,848

  流動資産 3,056,915,483

    現金預金 1,093,809,442

    未収金 205,342,723

    短期貸付金 5,289,870

    基金 1,708,405,814

      財政調整基金 1,491,521,239

      減債基金 216,884,575

    棚卸資産 30,175,249

    その他 17,579,224

    徴収不能引当金 -3,686,839

  繰延資産 232,000 純資産合計 64,358,954,505

資産合計 92,658,898,797 負債及び純資産合計 92,658,898,797

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：連結会計 （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 24,017,612,917

    業務費用 12,724,495,282

      人件費 4,141,589,684

        職員給与費 3,415,045,918

        賞与等引当金繰入額 194,483,830

        退職手当引当金繰入額 351,527,428

        その他 180,532,508

      物件費等 8,071,234,234

        物件費 3,592,484,512

        維持補修費 288,764,763

        減価償却費 4,189,984,959

        その他 -

      その他の業務費用 511,671,364

        支払利息 247,132,505

        徴収不能引当金繰入額 10,896,601

        その他 253,642,258

    移転費用 11,293,117,635

      補助金等 10,157,759,109

      社会保障給付 1,074,852,449

      その他 60,506,077

  経常収益 3,629,185,240

    使用料及び手数料 1,120,475,360

    その他 2,508,709,880

純経常行政コスト 20,388,427,677

  臨時損失 632,549,977

    災害復旧事業費 572,217,017

    資産除売却損 1,906,915

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 58,426,045

  臨時利益 44,092,396

    資産売却益 33,270,975

    その他 10,821,421

純行政コスト 20,976,885,258



【様式第3号】

自治体名：北広島町

会計：連結会計 （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 65,683,898,362 94,663,380,399 -29,205,512,235 226,030,198

  純行政コスト（△） -20,976,885,258 -20,964,788,367 -12,096,891

  財源 20,249,172,581 20,249,172,581 -

    税収等 12,920,880,976 12,920,880,976 -

    国県等補助金 7,328,291,605 7,328,291,605 -

  本年度差額 -727,712,677 -715,615,786 -12,096,891

  固定資産等の変動（内部変動） -3,469,108,793 3,469,108,793

    有形固定資産等の増加 1,629,533,449 -1,629,533,449

    有形固定資産等の減少 -5,018,953,674 5,018,953,674

    貸付金・基金等の増加 631,706,063 -631,706,063

    貸付金・基金等の減少 -711,394,631 711,394,631

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 121,275,560 121,275,560

  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 -82,475 501,984 -584,459 -

  その他 -718,424,265 -602,152 -717,822,113

  本年度純資産変動額 -1,324,943,857 -3,347,933,401 2,035,086,435 -12,096,891

本年度末純資産残高 64,358,954,505 91,315,446,998 -27,170,425,800 213,933,307

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：連結会計 （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 19,718,832,604

    業務費用支出 8,177,105,775

      人件費支出 3,803,349,472

      物件費等支出 3,902,581,254

      支払利息支出 247,132,505

      その他の支出 224,042,544

    移転費用支出 11,541,726,829

      補助金等支出 10,158,037,509

      社会保障給付支出 1,074,852,449

      その他の支出 308,836,871

  業務収入 22,331,847,218

    税収等収入 12,799,618,946

    国県等補助金収入 6,423,402,183

    使用料及び手数料収入 1,128,638,800

    その他の収入 1,980,187,289

  臨時支出 630,643,062

    災害復旧事業費支出 572,217,017

    その他の支出 58,426,045

  臨時収入 421,354,422

業務活動収支 2,403,725,974

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,005,499,079

    公共施設等整備費支出 1,629,870,717

    基金積立金支出 355,974,118

    投資及び出資金支出 1,000

    貸付金支出 19,652,782

    その他の支出 462

  投資活動収入 1,033,675,044

    国県等補助金収入 483,535,000

    基金取崩収入 448,189,140

    貸付金元金回収収入 16,274,559

    資産売却収入 66,145,600

    その他の収入 19,530,745

投資活動収支 -971,824,035

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,223,661,101

    地方債等償還支出 3,198,613,287

    その他の支出 25,047,814

  財務活動収入 1,644,152,842

    地方債等発行収入 1,642,749,204

    その他の収入 1,403,638

財務活動収支 -1,579,508,259

本年度資金収支額 -147,606,320

前年度末資金残高 1,210,008,501

比例連結割合変更に伴う差額 -40,374,312

本年度末資金残高 1,022,027,869

前年度末歳計外現金残高 74,050,262

本年度歳計外現金増減額 -2,268,689

本年度末歳計外現金残高 71,781,573

本年度末現金預金残高 1,093,809,442


