
大多喜町　一般会計等 【様式第1号】

（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 21,810,130,781   固定負債 5,577,482,174

    有形固定資産 17,160,797,742     地方債 4,107,166,175

      事業用資産 8,574,396,176     長期未払金 -

        土地 2,265,283,971     退職手当引当金 1,398,752,124

        立木竹 141,024,825     損失補償等引当金 -

        建物 13,057,980,096     その他 71,563,875

        建物減価償却累計額 -7,284,518,708   流動負債 559,436,925

        工作物 3,456,943,264     １年内償還予定地方債 442,814,910

        工作物減価償却累計額 -3,064,228,872     未払金 -

        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 64,456,454

        航空機 -     預り金 19,954,057

        航空機減価償却累計額 -     その他 32,211,504

        その他 - 負債合計 6,136,919,099

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,911,600   固定資産等形成分 22,947,985,781

      インフラ資産 8,464,333,268   余剰分（不足分） -5,801,563,306

        土地 15,942,104

        建物 2,520,000

        建物減価償却累計額 -1,838,880

        工作物 19,640,038,376

        工作物減価償却累計額 -11,192,328,332

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 745,297,698

      物品減価償却累計額 -623,229,400

    無形固定資産 52,321,460

      ソフトウェア 52,321,460

      その他 -

    投資その他の資産 4,597,011,579

      投資及び出資金 2,251,140,715

        有価証券 -

        出資金 2,251,140,715

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 95,279,235

      長期貸付金 -

      基金 2,266,802,240

        減債基金 226,606,000

        その他 2,040,196,240

      その他 -

      徴収不能引当金 -16,210,611

  流動資産 1,473,210,793

    現金預金 310,814,953

    未収金 24,584,388

    短期貸付金 -

    基金 1,137,855,000

      財政調整基金 1,137,855,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -43,548 純資産合計 17,146,422,475

資産合計 23,283,341,574 負債及び純資産合計 23,283,341,574

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



大多喜町　一般会計等 【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 5,140,779,060

    その他 -

  臨時利益 28,731,000

    資産売却益 28,731,000

    資産除売却損 2

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 5,169,510,058

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

  経常収益 194,035,261

    使用料及び手数料 98,382,369

    その他 95,652,892

      社会保障給付 354,328,773

      他会計への繰出金 362,768,299

      その他 2,181,390

        その他 6,312,154

    移転費用 1,677,271,565

      補助金等 957,993,103

      その他の業務費用 67,580,495

        支払利息 51,070,823

        徴収不能引当金繰入額 10,197,518

        維持補修費 32,944,920

        減価償却費 735,446,086

        その他 -

        その他 390,142,356

      物件費等 2,611,726,390

        物件費 1,843,335,384

        職員給与費 679,422,860

        賞与等引当金繰入額 64,456,454

        退職手当引当金繰入額 -127,054,801

  経常費用 5,363,545,319

    業務費用 3,686,273,754

      人件費 1,006,966,869

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



大多喜町　一般会計等 【様式第3号】

（単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 17,891,369,429 23,960,788,656 -6,069,419,227

  純行政コスト（△） -5,140,779,060 -5,140,779,060

  財源 4,376,831,122 4,376,831,122

    税収等 3,717,628,910 3,717,628,910

    国県等補助金 659,202,212 659,202,212

  本年度差額 -763,947,938 -763,947,938

  固定資産等の変動（内部変動） -1,031,803,859 1,031,803,859

    有形固定資産等の増加 373,387,001 -373,387,001

    有形固定資産等の減少 -852,483,309 852,483,309

    貸付金・基金等の増加 944,527,220 -944,527,220

    貸付金・基金等の減少 -1,497,234,771 1,497,234,771

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,984 15,984

  その他 18,985,000 18,985,000 -

  本年度純資産変動額 -744,946,954 -1,012,802,875 267,855,921

本年度末純資産残高 17,146,422,475 22,947,985,781 -5,801,563,306

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



大多喜町　一般会計等 【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 15,343,053

本年度歳計外現金増減額 4,611,004

本年度末歳計外現金残高 19,954,057

本年度末現金預金残高 310,814,953

    その他の収入 -

財務活動収支 -125,164,941

本年度資金収支額 6,927,164

前年度末資金残高 283,933,732

本年度末資金残高 290,860,896

  財務活動支出 434,464,941

    地方債償還支出 434,464,941

    その他の支出 -

  財務活動収入 309,300,000

    地方債発行収入 309,300,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 28,731,000

    その他の収入 -

投資活動収支 323,865,522

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,525,965,771

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,497,234,771

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,202,100,249

    公共施設等整備費支出 233,159,029

    基金積立金支出 944,527,220

    投資及び出資金支出 24,414,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 -191,773,417

  業務収入 4,555,305,668

    税収等収入 3,706,406,677

    国県等補助金収入 659,202,212

    使用料及び手数料収入 98,404,069

    その他の収入 91,292,710

    移転費用支出 1,677,271,565

      補助金等支出 957,993,103

      社会保障給付支出 354,328,773

      他会計への繰出支出 362,768,299

      その他の支出 2,181,390

    業務費用支出 3,069,807,520

      人件費支出 1,136,769,011

      物件費等支出 1,876,280,304

      支払利息支出 51,070,823

      その他の支出 5,687,382

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,747,079,085


