
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 20,968,419,750   固定負債 5,832,117,824

    有形固定資産 16,755,959,056     地方債 4,045,157,175

      事業用資産 8,323,949,547     長期未払金 -

        土地 2,277,534,486     退職手当引当金 1,609,786,944

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

        建物 13,089,692,996     その他 177,173,705

        建物減価償却累計額 -7,548,056,890   流動負債 539,338,543

        工作物 3,463,847,704     １年内償還予定地方債 424,009,000

        工作物減価償却累計額 -3,100,547,174     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 68,496,675

        航空機 -     預り金 13,638,782

        航空機減価償却累計額 -     その他 33,194,086

        その他 - 負債合計 6,371,456,367

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 453,600   固定資産等形成分 22,106,274,750

      インフラ資産 8,284,678,946   余剰分（不足分） -6,132,901,501

        土地 17,217,447

        建物 2,520,000

        建物減価償却累計額 -1,992,120

        工作物 19,750,527,216

        工作物減価償却累計額 -11,507,398,077

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 23,804,480

      物品 787,464,962

      物品減価償却累計額 -640,134,399

    無形固定資産 149,591,720

      ソフトウェア 149,591,720

      その他 -

    投資その他の資産 4,062,868,974

      投資及び出資金 1,814,600,625

        有価証券 -

        出資金 1,814,600,625

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 89,023,212

      長期貸付金 -

      基金 2,175,671,606

        減債基金 256,606,000

        その他 1,919,065,606

      その他 -

      徴収不能引当金 -16,426,469

  流動資産 1,376,409,866

    現金預金 214,955,196

    未収金 23,649,345

    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 -49,675 純資産合計 15,973,373,249

資産合計 22,344,829,616 負債及び純資産合計 22,344,829,616

貸借対照表
（平成30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 4,723,312,332

    その他 -

  臨時利益 27,871,780

    資産売却益 27,871,780

    資産除売却損 1,759,283

    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 4,749,424,829

  臨時損失 1,759,283

    災害復旧事業費 -

  経常収益 211,343,639

    使用料及び手数料 96,219,314

    その他 115,124,325

      社会保障給付 368,307,818

      他会計への繰出金 344,509,280

      その他 1,209,055

        その他 6,763,847

    移転費用 1,658,924,657

      補助金等 944,898,504

      その他の業務費用 61,483,135

        支払利息 42,841,275

        徴収不能引当金繰入額 11,878,013

        維持補修費 82,804,701

        減価償却費 731,287,185

        その他 -

        その他 396,957,538

      物件費等 1,910,526,626

        物件費 1,096,434,740

        職員給与費 653,345,017

        賞与等引当金繰入額 68,496,675

        退職手当引当金繰入額 211,034,820

  経常費用 4,960,768,468

    業務費用 3,301,843,811

      人件費 1,329,834,050

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30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 17,146,422,475 22,947,985,781 -5,801,563,306

  純行政コスト（△） -4,723,312,332 -4,723,312,332

  財源 4,108,059,046 4,108,059,046

    税収等 3,458,146,150 3,458,146,150

    国県等補助金 649,912,896 649,912,896

  本年度差額 -615,253,286 -615,253,286

  固定資産等の変動（内部変動） -283,915,091 283,915,091

    有形固定資産等の増加 464,148,617 -464,148,617

    有形固定資産等の減少 -775,227,100 775,227,100

    貸付金・基金等の増加 320,809,392 -320,809,392

    貸付金・基金等の減少 -293,646,000 293,646,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,188,228 1,188,228

  その他 -558,984,168 -558,984,168 -

  本年度純資産変動額 -1,173,049,226 -841,711,031 -331,338,195

本年度末純資産残高 15,973,373,249 22,106,274,750 -6,132,901,501

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30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 19,954,057

本年度歳計外現金増減額 -6,315,275

本年度末歳計外現金残高 13,638,782

本年度末現金預金残高 214,955,196

    その他の収入 -

財務活動収支 -80,814,910

本年度資金収支額 -89,544,482

前年度末資金残高 290,860,896

本年度末資金残高 201,316,414

  財務活動支出 442,814,910

    地方債償還支出 442,814,910

    その他の支出 -

  財務活動収入 362,000,000

    地方債発行収入 362,000,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 27,871,780

    その他の収入 -

投資活動収支 -321,139,066

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 346,866,280

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 318,994,500

【投資活動収支】

  投資活動支出 668,005,346

    公共施設等整備費支出 317,697,402

    基金積立金支出 321,085,944

    投資及び出資金支出 29,222,000

  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 312,409,494

  業務収入 4,313,682,285

    税収等収入 3,452,553,849

    国県等補助金収入 649,912,896

    使用料及び手数料収入 96,234,314

    その他の収入 114,981,226

    移転費用支出 1,658,924,657

      補助金等支出 944,898,504

      社会保障給付支出 368,307,818

      他会計への繰出支出 344,509,280

      その他の支出 1,209,055

    業務費用支出 2,342,348,134

      人件費支出 1,114,759,009

      物件費等支出 1,179,239,441

      支払利息支出 42,841,275

      その他の支出 5,508,409

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,001,272,791


