
大多喜町　全体会計 【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 24,394,526,868   固定負債 7,992,456,164

    有形固定資産 20,609,320,395     地方債等 5,410,870,035

      事業用資産 8,854,993,513     長期未払金 -

        土地 2,336,055,982     退職手当引当金 1,516,204,591

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

        建物 13,360,980,597     その他 1,065,381,538

        建物減価償却累計額 -7,377,716,383   流動負債 740,705,342

        工作物 3,456,965,764     １年内償還予定地方債等 529,062,625

        工作物減価償却累計額 -3,064,228,872     未払金 75,111,058

        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 84,366,098

        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 8,733,161,506

        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 25,558,947,868

      インフラ資産 11,604,727,426   余剰分（不足分） -7,468,654,030

        土地 74,407,499   他団体出資等分 -

        建物 94,939,094

        建物減価償却累計額 -41,279,689

        工作物 25,110,686,599

        工作物減価償却累計額 -13,832,918,663

        その他 443,980,074

        その他減価償却累計額 -326,802,415

        建設仮勘定 81,714,927

      物品 825,161,444

      物品減価償却累計額 -675,561,988

    無形固定資産 57,383,963

      ソフトウェア 52,321,460

      その他 5,062,503

    投資その他の資産 3,727,822,510

      投資及び出資金 1,218,733,890

        有価証券 80,000,000

        出資金 1,138,733,890

        その他 -

      長期延滞債権 174,419,178

      長期貸付金 -

      基金 2,357,074,839

        減債基金 226,606,000

        その他 2,130,468,839

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,405,397

  流動資産 2,428,928,476

    現金預金 1,146,164,434

    未収金 111,462,601

    短期貸付金 -

    基金 1,164,421,000

      財政調整基金 1,164,421,000

      減債基金 -

    棚卸資産 9,400,226

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,519,785

  繰延資産 - 純資産合計 18,090,293,838

資産合計 26,823,455,344 負債及び純資産合計 26,823,455,344

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



大多喜町　全体会計 【様式第2号】

（単位：円）

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 8,308,263,153

    業務費用 4,584,695,081

      人件費 1,326,292,938

        職員給与費 859,333,411

        賞与等引当金繰入額 83,653,098

        退職手当引当金繰入額 -133,013,186

        その他 516,319,615

      物件費等 3,088,538,935

        物件費 1,964,871,519

        維持補修費 44,023,472

        減価償却費 884,922,946

        その他 194,720,998

      その他の業務費用 169,863,208

        支払利息 82,145,955

        徴収不能引当金繰入額 20,741,459

        その他 66,975,794

    移転費用 3,723,568,072

      補助金等 3,365,940,583

      社会保障給付 355,335,599

      その他 2,291,890

  経常収益 740,685,366

    使用料及び手数料 621,368,413

    その他 119,316,953

純経常行政コスト 7,567,577,787

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 28,731,000

    資産売却益 28,731,000

    その他 -

純行政コスト 7,538,846,789



大多喜町　全体会計 【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 18,789,802,841 26,158,026,676 -7,368,223,835 -

  純行政コスト（△） -7,538,846,789 -7,538,846,789 -

  財源 6,820,336,802 6,820,336,802 -

    税収等 5,295,294,282 5,295,294,282 -

    国県等補助金 1,525,042,520 1,525,042,520 -

  本年度差額 -718,509,987 -718,509,987 -

  固定資産等の変動（内部変動） -618,079,792 618,079,792

    有形固定資産等の増加 391,025,836 -391,025,836

    有形固定資産等の減少 -431,315,688 431,315,688

    貸付金・基金等の増加 1,031,348,831 -1,031,348,831

    貸付金・基金等の減少 -1,609,138,771 1,609,138,771

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,984 15,984

  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 18,985,000 18,985,000

  本年度純資産変動額 -699,509,003 -599,078,808 -100,430,195 -

本年度末純資産残高 18,090,293,838 25,558,947,868 -7,468,654,030 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



大多喜町　全体会計 【様式第4号】

（単位：円）

連結資金収支計算書
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 7,480,863,101

    業務費用支出 3,757,295,029

      人件費支出 1,462,533,924

      物件費等支出 2,173,088,996

      支払利息支出 82,145,955

      その他の支出 39,526,154

    移転費用支出 3,723,568,072

      補助金等支出 3,365,940,583

      社会保障給付支出 355,335,599

      その他の支出 2,291,890

  業務収入 7,494,206,830

    税収等収入 5,229,870,173

    国県等補助金収入 1,525,042,520

    使用料及び手数料収入 629,861,231

    その他の収入 109,432,906

  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 13,343,729

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,405,223,491

    公共施設等整備費支出 349,460,660

    基金積立金支出 981,348,831

    投資及び出資金支出 24,414,000

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,642,974,941

    国県等補助金収入 5,105,170

    基金取崩収入 1,509,111,771

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 128,758,000

    その他の収入 -

投資活動収支 237,751,450

【財務活動収支】

  財務活動支出 519,203,029

    地方債等償還支出 519,203,029

    その他の支出 -

  財務活動収入 361,300,000

    地方債等発行収入 361,300,000

    その他の収入 -

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 1,146,164,434

財務活動収支 -157,903,029

本年度資金収支額 93,192,150

前年度末資金残高 1,033,018,227

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,126,210,377


