
【様式第1号】

自治体名：北広島町

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 87,080,818,753   固定負債 23,306,101,875

    有形固定資産 84,728,588,240     地方債等 18,838,618,001

      事業用資産 19,645,192,576     長期未払金 -

        土地 7,849,828,641     退職手当引当金 3,178,117,064

        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 1,289,246,810

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,475,796,249

        建物 35,039,041,638     １年内償還予定地方債等 3,055,437,193

        建物減価償却累計額 -23,753,060,211     未払金 104,006,436

        建物減損損失累計額 -     未払費用 5,511,574

        工作物 2,496,398,483     前受金 405,000

        工作物減価償却累計額 -2,125,858,919     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 190,049,075

        船舶 -     預り金 114,366,547

        船舶減価償却累計額 -     その他 6,020,424

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 26,781,898,124

        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 88,610,794,706

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -25,440,410,385

        航空機 -   他団体出資等分 60,467,717

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 1,615,340

        その他減価償却累計額 -796,196

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 138,023,800

      インフラ資産 64,160,545,030

        土地 4,295,345,465

        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 3,131,386,198

      物品減価償却累計額 -2,208,535,564

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 38,834,979

      ソフトウェア 21,981,185

      その他 16,853,794

    投資その他の資産 2,313,395,534

      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 179,843,230

      長期貸付金 46,394,500

      基金 2,022,430,869

        減債基金 -

        その他 2,022,430,869

      その他 11,671,484

      徴収不能引当金 -5,809,549

  流動資産 2,931,745,809

    現金預金 1,287,531,676

    未収金 97,271,742

    短期貸付金 5,347,558

    基金 1,524,628,395

      財政調整基金 1,407,408,783

      減債基金 117,219,612

    棚卸資産 14,887,704

    その他 5,082,155

    徴収不能引当金 -3,003,421

  繰延資産 185,600 純資産合計 63,230,852,038

資産合計 90,012,750,162 負債及び純資産合計 90,012,750,162

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：連結会計 （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 25,337,444,192

    業務費用 11,907,598,920

      人件費 3,350,153,182

        職員給与費 2,494,881,428

        賞与等引当金繰入額 190,049,075

        退職手当引当金繰入額 278,576,222

        その他 386,646,457

      物件費等 8,151,112,723

        物件費 3,786,360,148

        維持補修費 332,680,188

        減価償却費 4,032,072,387

        その他 -

      その他の業務費用 406,333,015

        支払利息 213,104,109

        徴収不能引当金繰入額 5,138,813

        その他 188,090,093

    移転費用 13,429,845,272

      補助金等 12,314,624,039

      社会保障給付 1,057,159,802

      その他 58,061,431

  経常収益 1,950,171,339

    使用料及び手数料 1,120,879,731

    その他 829,291,608

純経常行政コスト 23,387,272,853

  臨時損失 269,033,719

    災害復旧事業費 254,930,400

    資産除売却損 4,919,631

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 9,183,688

  臨時利益 46,465,532

    資産売却益 26,052,677

    その他 20,412,855

純行政コスト 23,609,841,040



【様式第3号】

自治体名：北広島町

会計：連結会計 （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 64,358,954,505 91,315,446,998 -27,170,425,800 213,933,307

  純行政コスト（△） -23,609,841,040 -23,614,946,795 5,105,755

  財源 22,745,013,925 22,745,013,925 -

    税収等 13,180,908,059 13,180,908,059 -

    国県等補助金 9,564,105,866 9,564,105,866 -

  本年度差額 -864,827,115 -869,932,870 5,105,755

  固定資産等の変動（内部変動） -2,271,180,861 2,271,180,861

    有形固定資産等の増加 1,873,519,773 -1,873,519,773

    有形固定資産等の減少 -4,037,149,785 4,037,149,785

    貸付金・基金等の増加 459,789,748 -459,789,748

    貸付金・基金等の減少 -567,340,597 567,340,597

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -28,568,019 -28,568,019

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 158,571,345 -158,571,345

  比例連結割合変更に伴う差額 -23,986,080 18,878,841 -42,864,921 -

  その他 -210,721,253 -423,782,253 213,061,000

  本年度純資産変動額 -1,128,102,467 -2,704,652,292 1,730,015,415 -153,465,590

本年度末純資産残高 63,230,852,038 88,610,794,706 -25,440,410,385 60,467,717

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：連結会計 （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 21,301,984,988

    業務費用支出 7,617,851,473

      人件費支出 3,081,194,635

      物件費等支出 4,104,412,032

      支払利息支出 213,104,109

      その他の支出 219,140,697

    移転費用支出 13,684,133,515

      補助金等支出 12,314,624,039

      社会保障給付支出 1,057,159,802

      その他の支出 312,349,674

  業務収入 23,800,320,388

    税収等収入 13,082,056,512

    国県等補助金収入 8,790,219,414

    使用料及び手数料収入 1,124,049,276

    その他の収入 803,995,186

  臨時支出 98,433,400

    災害復旧事業費支出 254,930,400

    その他の支出 -156,497,000

  臨時収入 207,720,107

業務活動収支 2,607,622,107

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,298,960,794

    公共施設等整備費支出 1,845,704,641

    基金積立金支出 431,330,576

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 21,724,802

    その他の支出 200,775

  投資活動収入 1,160,308,974

    国県等補助金収入 566,195,000

    基金取崩収入 552,151,939

    貸付金元金回収収入 11,761,904

    資産売却収入 26,256,844

    その他の収入 3,943,287

投資活動収支 -1,138,651,820

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,150,015,064

    地方債等償還支出 3,146,123,384

    その他の支出 3,891,680

  財務活動収入 1,891,379,000

    地方債等発行収入 1,891,379,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,258,636,064

本年度資金収支額 210,334,223

前年度末資金残高 1,022,027,869

比例連結割合変更に伴う差額 -15,072,265

本年度末資金残高 1,217,289,827

前年度末歳計外現金残高 71,781,573

本年度歳計外現金増減額 -1,539,724

本年度末歳計外現金残高 70,241,849

本年度末現金預金残高 1,287,531,676


