
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 26,910,202,403   固定負債 10,758,782,861

    有形固定資産 22,843,503,306     地方債等 6,092,145,118

      事業用資産 9,511,977,809     長期未払金 299

        土地 2,372,215,300     退職手当引当金 1,973,844,462

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

        建物 14,774,937,839     その他 2,692,792,982

        建物減価償却累計額 -8,192,207,902   流動負債 937,808,511

        工作物 3,540,271,465     １年内償還予定地方債等 595,811,891

        工作物減価償却累計額 -3,135,115,907     未払金 107,573,205

        船舶 -     未払費用 3,492,866

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 454,459

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 119,210,675

        航空機 -     預り金 32,030,739

        航空機減価償却累計額 -     その他 79,234,676

        その他 37,426,760 負債合計 11,696,591,372

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

        建設仮勘定 842,400   固定資産等形成分 28,136,238,821

      インフラ資産 13,094,998,377   余剰分（不足分） -9,971,003,672

        土地 136,241,086   他団体出資等分 -

        建物 200,241,842

        建物減価償却累計額 -102,457,416

        工作物 28,141,386,263

        工作物減価償却累計額 -15,579,768,750

        その他 892,926,459

        その他減価償却累計額 -725,951,867

        建設仮勘定 132,380,760

      物品 1,171,935,075

      物品減価償却累計額 -935,407,955

    無形固定資産 1,395,697,351

      ソフトウェア 158,822,576

      その他 1,236,874,775

    投資その他の資産 2,671,001,746

      投資及び出資金 167,767,000

        有価証券 79,083,000

        出資金 88,684,000

        その他 -

      長期延滞債権 163,024,494

      長期貸付金 5,582,887

      基金 2,356,719,794

        減債基金 256,606,000

        その他 2,100,113,794

      その他 1,430,792

      徴収不能引当金 -23,523,221

  流動資産 2,951,624,118

    現金預金 1,542,940,176

    未収金 158,163,709

    短期貸付金 260,650

    基金 1,225,775,768

      財政調整基金 1,225,775,768

      減債基金 -

    棚卸資産 21,512,068

    その他 5,648,620

    徴収不能引当金 -2,676,873

  繰延資産 - 純資産合計 18,165,235,149

資産合計 29,861,826,521 負債及び純資産合計 29,861,826,521

連結貸借対照表
（平成30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29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 10,061,855,549

    業務費用 5,287,588,285

      人件費 2,194,602,433

        職員給与費 1,240,658,312

        賞与等引当金繰入額 110,303,308

        退職手当引当金繰入額 228,859,882

        その他 614,780,931

      物件費等 2,877,955,326

        物件費 1,433,298,493

        維持補修費 115,260,509

        減価償却費 1,069,372,516

        その他 260,023,808

      その他の業務費用 215,030,526

        支払利息 94,133,683

        徴収不能引当金繰入額 25,146,794

        その他 95,750,049

    移転費用 4,774,267,264

      補助金等 4,397,870,537

      社会保障給付 371,337,835

      その他 5,058,892

  経常収益 1,392,013,888

    使用料及び手数料 1,084,041,753

    その他 307,972,135

純経常行政コスト 8,669,841,661

  臨時損失 1,793,284

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,759,284

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 34,000

  臨時利益 27,905,780

    資産売却益 27,871,780

    その他 34,000

純行政コスト 8,643,729,165



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 19,537,341,210 29,229,446,981 -9,692,105,771 -

  純行政コスト（△） -8,643,729,165 -8,643,729,165 -

  財源 7,899,229,360 7,899,229,360 -

    税収等 5,797,596,815 5,797,596,815 -

    国県等補助金 2,101,632,545 2,101,632,545 -

  本年度差額 -744,499,805 -744,499,805 -

  固定資産等の変動（内部変動） -487,887,561 487,887,561

    有形固定資産等の増加 709,589,781 -709,589,781

    有形固定資産等の減少 -1,234,676,256 1,234,676,256

    貸付金・基金等の増加 392,726,561 -392,726,561

    貸付金・基金等の減少 -355,527,647 355,527,647

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 30,410,005 30,410,005

  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 -26,932,179 -7,974,341 -18,957,838 -

  その他 -631,084,082 -627,756,263 -3,327,819

  本年度純資産変動額 -1,372,106,061 -1,093,208,160 -278,897,901 -

本年度末純資産残高 18,165,235,149 28,136,238,821 -9,971,003,672 -

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　連結会計 【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 8,719,063,563

    業務費用支出 3,939,653,680

      人件費支出 1,974,755,987

      物件費等支出 1,808,295,227

      支払利息支出 94,133,683

      その他の支出 62,468,783

    移転費用支出 4,779,409,883

      補助金等支出 4,402,954,386

      社会保障給付支出 371,337,835

      その他の支出 5,117,662

  業務収入 9,158,184,483

    税収等収入 5,656,952,957

    国県等補助金収入 2,101,632,545

    使用料及び手数料収入 1,094,348,396

    その他の収入 305,250,585

  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 439,120,920

【投資活動収支】

  投資活動支出 970,397,308

    公共施設等整備費支出 577,596,786

    基金積立金支出 363,544,522

    投資及び出資金支出 29,222,000

    貸付金支出 34,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 447,794,955

    国県等補助金収入 21,467,814

    基金取崩収入 349,041,173

    貸付金元金回収収入 341,163

    資産売却収入 58,110,660

    その他の収入 18,834,145

投資活動収支 -522,602,353

【財務活動収支】

  財務活動支出 597,558,375

    地方債等償還支出 597,372,918

    その他の支出 185,457

  財務活動収入 512,037,714

    地方債等発行収入 482,815,937

    その他の収入 29,221,777

前年度末歳計外現金残高 20,073,423

本年度歳計外現金増減額 -6,067,130

本年度末歳計外現金残高 14,006,293

本年度末現金預金残高 1,542,940,176

財務活動収支 -85,520,661

本年度資金収支額 -169,002,094

前年度末資金残高 1,720,398,893

比例連結割合変更に伴う差額 -22,462,916

本年度末資金残高 1,528,933,883


