
【様式第1号】

自治体名：大多喜町

会計：一般会計等 （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 20,384,750,051   固定負債 5,573,711,228

    有形固定資産 16,506,794,724     地方債 3,986,948,175

      事業用資産 8,340,760,530     長期未払金 -

        土地 2,280,264,770     退職手当引当金 1,484,851,136

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

        建物 13,369,513,659     その他 101,911,917

        建物減価償却累計額 -7,837,394,147   流動負債 561,952,077

        工作物 3,481,673,303     １年内償還予定地方債 418,209,000

        工作物減価償却累計額 -3,134,321,880     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 70,622,257

        航空機 -     預り金 33,369,930

        航空機減価償却累計額 -     その他 39,750,890

        その他 - 負債合計 6,135,663,305

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 40,000,000   固定資産等形成分 21,522,605,051

      インフラ資産 8,043,296,364   余剰分（不足分） -5,791,869,986

        土地 19,917,922

        建物 2,520,000

        建物減価償却累計額 -2,145,360

        工作物 19,824,468,656

        工作物減価償却累計額 -11,824,140,734

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,675,880

      物品 802,107,173

      物品減価償却累計額 -679,369,343

    無形固定資産 104,250,583

      ソフトウェア 104,250,583

      その他 -

    投資その他の資産 3,773,704,744

      投資及び出資金 1,834,600,625

        有価証券 -

        出資金 1,834,600,625

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 54,110,821

      長期貸付金 -

      基金 1,905,532,106

        減債基金 256,606,000

        その他 1,648,926,106

      その他 -

      徴収不能引当金 -20,538,808

  流動資産 1,481,648,319

    現金預金 322,042,741

    未収金 21,800,253

    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 15,730,735,065

資産合計 21,866,398,370 負債及び純資産合計 21,866,398,370

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：大多喜町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,353,417,743

    その他 -

  臨時利益 13,453,760

    資産売却益 13,453,760

    資産除売却損 523,130

    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 4,366,348,373

  臨時損失 523,130

    災害復旧事業費 -

  経常収益 196,282,687

    使用料及び手数料 98,066,911

    その他 98,215,776

      社会保障給付 376,272,204

      他会計への繰出金 307,150,543

      その他 5,414,200

        その他 36,698,782

    移転費用 1,650,810,097

      補助金等 961,973,150

      その他の業務費用 88,578,396

        支払利息 35,700,442

        徴収不能引当金繰入額 16,179,172

        維持補修費 48,743,070

        減価償却費 726,153,316

        その他 -

        その他 403,289,852

      物件費等 1,820,499,540

        物件費 1,045,603,154

        職員給与費 653,766,726

        賞与等引当金繰入額 70,622,257

        退職手当引当金繰入額 -124,935,808

  経常費用 4,562,631,060

    業務費用 2,911,820,963

      人件費 1,002,743,027

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：大多喜町

会計：一般会計等 （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 15,973,373,249 22,106,274,750 -6,132,901,501

  純行政コスト（△） -4,353,417,743 -4,353,417,743

  財源 4,110,779,559 4,110,779,559

    税収等 3,469,375,855 3,469,375,855

    国県等補助金 641,403,704 641,403,704

  本年度差額 -242,638,184 -242,638,184

  固定資産等の変動（内部変動） -583,669,699 583,669,699

    有形固定資産等の増加 592,702,131 -592,702,131

    有形固定資産等の減少 -876,879,853 876,879,853

    貸付金・基金等の増加 434,991,777 -434,991,777

    貸付金・基金等の減少 -734,483,754 734,483,754

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -242,638,184 -583,669,699 341,031,515

本年度末純資産残高 15,730,735,065 21,522,605,051 -5,791,869,986

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：大多喜町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 13,638,782

本年度歳計外現金増減額 19,731,148

本年度末歳計外現金残高 33,369,930

本年度末現金預金残高 322,042,741

    その他の収入 -

財務活動収支 -64,009,000

本年度資金収支額 87,356,397

前年度末資金残高 201,316,414

本年度末資金残高 288,672,811

  財務活動支出 424,009,000

    地方債償還支出 424,009,000

    その他の支出 -

  財務活動収入 360,000,000

    地方債発行収入 360,000,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 13,453,760

    その他の収入 -

投資活動収支 -237,282,701

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 571,485,760

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 558,032,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 808,768,461

    公共施設等整備費支出 500,875,961

    基金積立金支出 287,892,500

    投資及び出資金支出 20,000,000

  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 388,648,098

  業務収入 4,301,836,808

    税収等収入 3,465,189,659

    国県等補助金収入 641,403,704

    使用料及び手数料収入 98,066,911

    その他の収入 97,176,534

    移転費用支出 1,650,810,097

      補助金等支出 961,973,150

      社会保障給付支出 376,272,204

      他会計への繰出支出 307,150,543

      その他の支出 5,414,200

    業務費用支出 2,262,378,613

      人件費支出 1,125,553,253

      物件費等支出 1,094,346,224

      支払利息支出 35,700,442

      その他の支出 6,778,694

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,913,188,710


