
大多喜町　連結会計 【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 28,022,384,927   固定負債 10,693,070,736

    有形固定資産 23,390,798,841     地方債等 6,207,832,449

      事業用資産 9,826,678,255     長期未払金 65

        土地 2,360,041,855     退職手当引当金 1,760,677,108

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

        建物 14,746,917,271     その他 2,724,561,114

        建物減価償却累計額 -7,863,918,442   流動負債 941,515,977

        工作物 3,532,851,182     １年内償還予定地方債等 596,770,147

        工作物減価償却累計額 -3,092,150,036     未払金 154,281,969

        船舶 -     未払費用 1,836,446

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 488,093

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 112,619,414

        航空機 -     預り金 35,382,217

        航空機減価償却累計額 -     その他 40,137,691

        その他 - 負債合計 11,634,586,713

        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 29,229,446,981

      インフラ資産 13,337,221,626   余剰分（不足分） -9,692,105,771

        土地 133,971,783   他団体出資等分 -

        建物 206,383,277

        建物減価償却累計額 -105,036,335

        工作物 27,961,130,842

        工作物減価償却累計額 -15,144,852,065

        その他 880,136,380

        その他減価償却累計額 -710,479,551

        建設仮勘定 115,967,295

      物品 1,171,527,906

      物品減価償却累計額 -944,628,946

    無形固定資産 1,345,805,206

      ソフトウェア 63,826,942

      その他 1,281,978,264

    投資その他の資産 3,285,780,880

      投資及び出資金 668,809,090

        有価証券 80,018,000

        出資金 588,791,090

        その他 -

      長期延滞債権 175,114,213

      長期貸付金 6,048,782

      基金 2,457,312,812

        減債基金 226,606,000

        その他 2,230,706,812

      その他 980,780

      徴収不能引当金 -22,484,797

  流動資産 3,149,542,996

    現金預金 1,740,472,316

    未収金 172,287,897

    短期貸付金 135,918

    基金 1,206,926,136

      財政調整基金 1,206,926,136

      減債基金 -

    棚卸資産 20,901,186

    その他 11,476,545

    徴収不能引当金 -2,657,002

  繰延資産 - 純資産合計 19,537,341,210

資産合計 31,171,927,923 負債及び純資産合計 31,171,927,923

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



大多喜町　連結会計 【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 11,148,886,464

    業務費用 5,708,059,557

      人件費 1,880,381,083

        職員給与費 1,267,682,355

        賞与等引当金繰入額 106,203,473

        退職手当引当金繰入額 -111,277,415

        その他 617,772,670

      物件費等 3,573,284,283

        物件費 2,187,121,630

        維持補修費 65,608,486

        減価償却費 1,064,547,027

        その他 256,007,140

      その他の業務費用 254,394,191

        支払利息 107,009,890

        徴収不能引当金繰入額 20,907,178

        その他 126,477,123

    移転費用 5,440,826,907

      補助金等 5,079,953,429

      社会保障給付 357,948,469

      その他 2,925,009

  経常収益 1,443,564,489

    使用料及び手数料 1,151,742,760

    その他 291,821,729

純経常行政コスト 9,705,321,975

  臨時損失 5,424,337

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,888,792

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,535,545

  臨時利益 28,920,207

    資産売却益 28,868,484

    その他 51,723

純行政コスト 9,681,826,105



大多喜町　連結会計 【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 20,218,984,069 30,509,206,468 -10,290,222,399 -

  純行政コスト（△） -9,681,826,105 -9,681,826,105 -

  財源 8,981,229,424 8,981,229,424 -

    税収等 6,558,159,135 6,558,159,135 -

    国県等補助金 2,423,070,289 2,423,070,289 -

  本年度差額 -700,596,681 -700,596,681 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,298,824,284 1,298,824,284

    有形固定資産等の増加 472,278,729 -472,278,729

    有形固定資産等の減少 -1,166,318,482 1,166,318,482

    貸付金・基金等の増加 1,047,791,305 -1,047,791,305

    貸付金・基金等の減少 -1,652,575,836 1,652,575,836

  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 -47,162 1 -47,163 -

  その他 18,985,000 19,048,812 -63,812

  本年度純資産変動額 -681,642,859 -1,279,759,487 598,116,628 -

本年度末純資産残高 19,537,341,210 29,229,446,981 -9,692,105,771 -

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　連結会計 【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 10,144,656,850

    業務費用支出 4,701,624,281

      人件費支出 2,008,319,409

      物件費等支出 2,480,866,784

      支払利息支出 107,009,890

      その他の支出 105,428,198

    移転費用支出 5,443,032,569

      補助金等支出 5,082,252,577

      社会保障給付支出 357,948,469

      その他の支出 2,831,523

  業務収入 10,290,057,820

    税収等収入 6,415,285,217

    国県等補助金収入 2,423,070,289

    使用料及び手数料収入 1,169,931,774

    その他の収入 281,770,540

  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 145,400,970

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,544,077,076

    公共施設等整備費支出 472,743,392

    基金積立金支出 996,919,548

    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 136

  投資活動収入 1,774,929,709

    国県等補助金収入 23,285,728

    基金取崩収入 1,518,435,208

    貸付金元金回収収入 2,834,405

    資産売却収入 214,733,856

    その他の収入 15,640,512

投資活動収支 230,852,633

【財務活動収支】

  財務活動支出 594,572,670

    地方債等償還支出 594,098,313

    その他の支出 474,357

  財務活動収入 441,490,454

    地方債等発行収入 417,077,656

    その他の収入 24,412,798

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 4,730,370

本年度末歳計外現金残高 20,073,423

本年度末現金預金残高 1,740,472,316

財務活動収支 -153,082,216

本年度資金収支額 223,171,387

前年度末資金残高 1,497,227,506

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,720,398,893


