
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 23,459,730,328   固定負債 8,183,709,060

    有形固定資産 20,156,947,629     地方債等 5,343,788,164

      事業用資産 8,601,306,060     長期未払金 -

        土地 2,348,306,497     退職手当引当金 1,721,233,731

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

        建物 13,393,007,237     その他 1,118,687,165

        建物減価償却累計額 -7,654,796,418   流動負債 718,280,028

        工作物 3,463,847,704     １年内償還予定地方債等 514,081,871

        工作物減価償却累計額 -3,100,547,174     未払金 68,913,454

        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 87,451,835

        航空機 -     預り金 13,638,782

        航空機減価償却累計額 -     その他 34,194,086

        その他 37,426,760 負債合計 8,901,989,088

        その他減価償却累計額 -27,416,971 【純資産の部】

        建設仮勘定 453,600   固定資産等形成分 24,634,151,328

      インフラ資産 11,391,178,262   余剰分（不足分） -7,835,099,450

        土地 76,676,802   他団体出資等分 -

        建物 87,973,254

        建物減価償却累計額 -37,104,522

        工作物 25,291,007,781

        工作物減価償却累計額 -14,206,683,857

        その他 438,475,639

        その他減価償却累計額 -333,852,170

        建設仮勘定 74,685,335

      物品 835,626,119

      物品減価償却累計額 -671,162,812

    無形固定資産 154,654,223

      ソフトウェア 149,591,720

      その他 5,062,503

    投資その他の資産 3,148,128,476

      投資及び出資金 752,193,800

        有価証券 50,000,000

        出資金 702,193,800

        その他 -

      長期延滞債権 162,018,363

      長期貸付金 -

      基金 2,257,283,651

        減債基金 256,606,000

        その他 2,000,677,651

      その他 -

      徴収不能引当金 -23,367,338

  流動資産 2,241,310,638

    現金預金 962,243,663

    未収金 97,430,874

    短期貸付金 -

    基金 1,174,421,000

      財政調整基金 1,174,421,000

      減債基金 -

    棚卸資産 9,755,125

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,540,024

  繰延資産 - 純資産合計 16,799,051,878

資産合計 25,701,040,966 負債及び純資産合計 25,701,040,966

連結貸借対照表
（平成30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29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 8,048,719,967

    業務費用 4,168,168,379

      人件費 1,640,517,398

        職員給与費 833,053,284

        賞与等引当金繰入額 86,882,106

        退職手当引当金繰入額 205,029,140

        その他 515,552,868

      物件費等 2,386,688,971

        物件費 1,215,627,120

        維持補修費 94,103,906

        減価償却費 877,174,907

        その他 199,783,038

      その他の業務費用 140,962,010

        支払利息 72,142,897

        徴収不能引当金繰入額 24,990,911

        その他 43,828,202

    移転費用 3,880,551,588

      補助金等 3,510,214,373

      社会保障給付 369,003,360

      その他 1,333,855

  経常収益 698,162,356

    使用料及び手数料 576,720,583

    その他 121,441,773

純経常行政コスト 7,350,557,611

  臨時損失 1,759,283

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,759,283

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 27,871,780

    資産売却益 27,871,780

    その他 -

純行政コスト 7,324,445,114



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 18,090,293,838 25,558,947,868 -7,468,654,030 -

  純行政コスト（△） -7,324,445,114 -7,324,445,114 -

  財源 6,590,999,094 6,590,999,094 -

    税収等 5,038,547,026 5,038,547,026 -

    国県等補助金 1,552,452,068 1,552,452,068 -

  本年度差額 -733,446,020 -733,446,020 -

  固定資産等の変動（内部変動） -367,000,600 367,000,600

    有形固定資産等の増加 675,793,264 -675,793,264

    有形固定資産等の減少 -1,041,296,702 1,041,296,702

    貸付金・基金等の増加 346,423,838 -346,423,838

    貸付金・基金等の減少 -347,921,000 347,921,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,188,228 1,188,228

  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 -558,984,168 -558,984,168 -

  本年度純資産変動額 -1,291,241,960 -924,796,540 -366,445,420 -

本年度末純資産残高 16,799,051,878 24,634,151,328 -7,835,099,450 -

連結純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



大多喜町　全体会計 【様式第4号】

（単位：円）

連結資金収支計算書
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 6,913,106,386

    業務費用支出 3,032,554,798

      人件費支出 1,432,402,521

      物件費等支出 1,515,217,520

      支払利息支出 72,142,897

      その他の支出 12,791,860

    移転費用支出 3,880,551,588

      補助金等支出 3,510,214,373

      社会保障給付支出 369,003,360

      その他の支出 1,333,855

  業務収入 7,233,751,004

    税収等収入 4,974,403,753

    国県等補助金収入 1,552,452,068

    使用料及び手数料収入 587,547,894

    その他の収入 119,347,289

  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 320,644,618

【投資活動収支】

  投資活動支出 823,012,313

    公共施設等整備費支出 447,089,923

    基金積立金支出 346,700,390

    投資及び出資金支出 29,222,000

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 406,824,824

    国県等補助金収入 5,683,544

    基金取崩収入 343,269,500

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 57,871,780

    その他の収入 -

投資活動収支 -416,187,489

【財務活動収支】

  財務活動支出 529,062,625

    地方債等償還支出 529,062,625

    その他の支出 -

  財務活動収入 447,000,000

    地方債等発行収入 447,000,000

    その他の収入 -

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 962,243,663

財務活動収支 -82,062,625

本年度資金収支額 -177,605,496

前年度末資金残高 1,126,210,377

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 948,604,881


