
【様式第1号】

自治体名：北広島町

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 86,127,002,396   固定負債 22,660,871,979

    有形固定資産 84,418,597,287     地方債等 18,725,446,170

      事業用資産 19,388,294,479     長期未払金 -

        土地 7,836,641,202     退職手当引当金 2,656,701,827

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 120,000

        立木竹 -     その他 1,278,603,982

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,389,041,429

        建物 34,607,628,225     １年内償還予定地方債等 3,049,848,334

        建物減価償却累計額 -23,418,312,554     未払金 40,378,657

        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 -362,006,315     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 184,533,978

        船舶 -     預り金 113,292,476

        船舶減価償却累計額 -     その他 987,984

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 26,049,913,408

        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 87,592,274,127

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -25,071,562,807

        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 138,023,800

      インフラ資産 64,160,545,029

        土地 4,295,345,464

        土地減損損失累計額 -

        建物 10,073,820,455

        建物減価償却累計額 -6,141,617,772

        建物減損損失累計額 -

        工作物 180,294,865,199

        工作物減価償却累計額 -124,887,482,308

        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 525,613,991

      物品 2,941,582,396

      物品減価償却累計額 -2,071,824,617

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 32,212,740

      ソフトウェア 20,139,393

      その他 12,073,347

    投資その他の資産 1,676,192,369

      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 -

      長期延滞債権 179,191,305

      長期貸付金 46,394,500

      基金 1,318,235,691

        減債基金 -

        その他 1,318,235,691

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,805,127

  流動資産 2,443,622,332

    現金預金 913,623,758

    未収金 64,305,315

    短期貸付金 5,347,558

    基金 1,459,924,173

      財政調整基金 1,342,704,561

      減債基金 117,219,612

    棚卸資産 -

    その他 3,349,300

    徴収不能引当金 -2,927,772

  繰延資産 - 純資産合計 62,520,711,320

資産合計 88,570,624,728 負債及び純資産合計 88,570,624,728

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
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 22,082,909,259

    業務費用 10,859,553,121

      人件費 2,787,753,063

        職員給与費 2,176,685,797

        賞与等引当金繰入額 184,533,978

        退職手当引当金繰入額 40,000,388

        その他 386,532,900

      物件費等 7,741,431,029

        物件費 3,458,009,625

        維持補修費 297,454,138

        減価償却費 3,985,967,266

        その他 -

      その他の業務費用 330,369,029

        支払利息 212,852,455

        徴収不能引当金繰入額 5,133,925

        その他 112,382,649

    移転費用 11,223,356,138

      補助金等 10,130,895,730

      社会保障給付 1,057,159,802

      その他 35,300,606

  経常収益 1,359,444,397

    使用料及び手数料 1,069,555,971

    その他 289,888,426

純経常行政コスト 20,723,464,862

  臨時損失 259,850,030

    災害復旧事業費 254,930,400

    資産除売却損 4,919,630

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 26,374,772

    資産売却益 25,484,117

    その他 890,655

純行政コスト 20,956,940,120



【様式第3号】

自治体名：北広島町

会計：全体会計 （単位：円）

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 63,506,615,885 90,073,780,597 -26,567,164,712 -

  純行政コスト（△） -20,956,940,120 -20,956,940,120 -

  財源 20,008,733,817 20,008,733,817 -

    税収等 11,828,366,637 11,828,366,637 -

    国県等補助金 8,180,367,180 8,180,367,180 -

  本年度差額 -948,206,303 -948,206,303 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,443,808,208 2,443,808,208

    有形固定資産等の増加 1,800,811,567 -1,800,811,567

    有形固定資産等の減少 -3,990,886,896 3,990,886,896

    貸付金・基金等の増加 431,846,133 -431,846,133

    貸付金・基金等の減少 -685,579,012 685,579,012

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -37,697,009 -37,697,009

  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 -1,253 -1,253 -

  本年度純資産変動額 -985,904,565 -2,481,506,470 1,495,601,905 -

本年度末純資産残高 62,520,711,320 87,592,274,127 -25,071,562,807 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 18,066,098,154

    業務費用支出 6,841,579,058

      人件費支出 2,751,937,680

      物件費等支出 3,733,811,460

      支払利息支出 212,852,455

      その他の支出 142,977,463

    移転費用支出 11,224,519,096

      補助金等支出 10,130,895,730

      社会保障給付支出 1,057,159,802

      その他の支出 36,463,564

  業務収入 20,501,303,007

    税収等収入 11,733,458,377

    国県等補助金収入 7,406,480,728

    使用料及び手数料収入 1,072,725,516

    その他の収入 288,638,386

  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 207,720,107

業務活動収支 2,387,994,560

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,227,177,326

    公共施設等整備費支出 1,799,641,567

    基金積立金支出 408,000,759

    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 1,273,955,160

    国県等補助金収入 566,195,000

    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 -953,222,166

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,138,048,947

    地方債等償還支出 3,136,367,627

    その他の支出 1,681,320

  財務活動収入 1,831,379,000

    地方債等発行収入 1,831,379,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,306,669,947

本年度資金収支額 128,102,447

前年度末資金残高 715,285,821

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 843,388,268

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 913,623,758


