
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 68,241,672,249   固定負債 15,796,573,662

    有形固定資産 66,811,514,740     地方債 13,139,751,835

      事業用資産 19,236,506,246     長期未払金 -

        土地 7,823,507,176     退職手当引当金 2,656,701,827

        立木竹 -     損失補償等引当金 120,000

        建物 34,077,509,225     その他 -

        建物減価償却累計額 -23,020,357,761   流動負債 2,527,259,833

        工作物 586,320,121     １年内償還予定地方債 2,286,000,358

        工作物減価償却累計額 -362,006,315     未払金 6,029,442

        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 164,879,415

        航空機 -     預り金 70,235,490

        航空機減価償却累計額 -     その他 115,128

        その他 - 負債合計 18,323,833,495

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 131,533,800   固定資産等形成分 69,483,831,683

      インフラ資産 47,121,576,782   余剰分（不足分） -17,991,839,079

        土地 3,533,091,329

        建物 5,690,151,020

        建物減価償却累計額 -3,525,135,916

        工作物 155,410,664,888

        工作物減価償却累計額 -114,423,821,599

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 436,627,060

      物品 2,029,302,071

      物品減価償却累計額 -1,575,870,359

    無形固定資産 18,140,961

      ソフトウェア 18,140,961

      その他 -

    投資その他の資産 1,412,016,548

      投資及び出資金 138,176,000

        有価証券 37,950,000

        出資金 100,226,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 111,253,896

      長期貸付金 46,394,500

      基金 1,119,486,921

        減債基金 -

        その他 1,119,486,921

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,294,769

  流動資産 1,574,153,850

    現金預金 293,253,032

    未収金 40,380,796

    短期貸付金 5,347,558

    基金 1,236,811,876

      財政調整基金 1,119,592,264

      減債基金 117,219,612

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,639,412 純資産合計 51,491,992,604

資産合計 69,815,826,099 負債及び純資産合計 69,815,826,099

貸借対照表
（令和3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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 16,934,259,310

    業務費用 8,986,923,117

      人件費 2,502,973,988

        職員給与費 1,946,199,719

        賞与等引当金繰入額 164,879,415

        退職手当引当金繰入額 40,000,388

        その他 351,894,466

      物件費等 6,332,264,285

        物件費 2,897,371,169

        維持補修費 233,337,022

        減価償却費 3,201,556,094

        その他 -

      その他の業務費用 151,684,844

        支払利息 87,275,160

        徴収不能引当金繰入額 2,544,833

        その他 61,864,851

    移転費用 7,947,336,193

      補助金等 5,381,901,954

      社会保障給付 1,057,159,802

      他会計への繰出金 1,485,890,331

      その他 22,384,106

  経常収益 659,681,801

    使用料及び手数料 491,099,415

    その他 168,582,386

純経常行政コスト 16,274,577,509

  臨時損失 257,289,129

    災害復旧事業費 254,930,400

    資産除売却損 2,358,729

    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 26,346,117

    資産売却益 25,484,117

    その他 862,000

純行政コスト 16,505,520,521



【様式第3号】

自治体名：北広島町

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -16,505,520,521 -16,505,520,521

  財源 15,227,402,638 15,227,402,638

    税収等 9,881,492,781 9,881,492,781

    国県等補助金 5,345,909,857 5,345,909,857

  本年度差額 -1,278,117,883 -1,278,117,883

  固定資産等の変動（内部変動） -2,113,179,805 2,113,179,805

    有形固定資産等の増加 1,396,663,581 -1,396,663,581

    有形固定資産等の減少 -3,203,914,823 3,203,914,823

    貸付金・基金等の増加 377,749,554 -377,749,554

    貸付金・基金等の減少 -683,678,117 683,678,117

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -43,302,009 -43,302,009

  その他 -1,253 -1,253 -

  本年度純資産変動額 -1,321,421,145 -2,156,483,067 835,061,922

本年度末純資産残高 51,491,992,604 69,483,831,683 -17,991,839,079

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 13,687,107,189

    業務費用支出 5,738,958,738

      人件費支出 2,466,737,446

      物件費等支出 3,130,708,191

      支払利息支出 87,275,160

      その他の支出 54,237,941

    移転費用支出 7,948,148,451

      補助金等支出 5,381,901,954

      社会保障給付支出 1,057,159,802

      他会計への繰出支出 1,485,890,331

      その他の支出 23,196,364

  業務収入 15,275,601,270

    税収等収入 9,867,864,392

    国県等補助金収入 4,750,489,405

    使用料及び手数料収入 491,228,236

    その他の収入 166,019,237

  臨時支出 254,930,400

    災害復旧事業費支出 254,930,400

    その他の支出 -

  臨時収入 207,691,452

業務活動収支 1,541,255,133

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,770,379,820

    公共施設等整備費支出 1,396,663,581

    基金積立金支出 354,181,239

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 19,535,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,095,489,160

    国県等補助金収入 387,729,000

    基金取崩収入 483,514,139

    貸付金元金回収収入 11,761,904

    資産売却収入 25,484,117

    その他の収入 187,000,000

投資活動収支 -674,890,660

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,375,441,110

    地方債償還支出 2,374,114,870

    その他の支出 1,326,240

  財務活動収入 1,571,579,000

    地方債発行収入 1,571,579,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -803,862,110

本年度資金収支額 62,502,363

前年度末資金残高 160,515,179

本年度末資金残高 223,017,542

前年度末歳計外現金残高 71,775,090

本年度歳計外現金増減額 -1,539,600

本年度末歳計外現金残高 70,235,490

本年度末現金預金残高 293,253,032


