
【様式第1号】

自治体名：大多喜町

会計：連結会計 （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 26,094,817,393   固定負債 10,203,117,443

    有形固定資産 22,407,296,052     地方債等 5,898,142,139

      事業用資産 9,462,619,561     長期未払金 365

        土地 2,374,911,192     退職手当引当金 1,842,892,020

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

        建物 15,052,929,291     その他 2,462,082,919

        建物減価償却累計額 -8,540,595,121   流動負債 945,785,763

        工作物 3,559,454,095     １年内償還予定地方債等 588,829,419

        工作物減価償却累計額 -3,175,362,112     未払金 91,689,587

        船舶 -     未払費用 3,201,410

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 814,936

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 123,500,153

        航空機 -     預り金 54,912,330

        航空機減価償却累計額 -     その他 82,837,928

        その他 39,279,868 負債合計 11,148,903,206

        その他減価償却累計額 -29,411,277 【純資産の部】

        建設仮勘定 40,388,800   固定資産等形成分 27,363,288,236

      インフラ資産 12,731,244,856   余剰分（不足分） -9,522,696,353

        土地 138,893,565   他団体出資等分 12,592,580

        建物 199,882,242

        建物減価償却累計額 -105,530,525

        工作物 28,159,917,147

        工作物減価償却累計額 -15,982,706,846

        その他 877,140,914

        その他減価償却累計額 -723,816,850

        建設仮勘定 167,465,209

      物品 1,207,900,700

      物品減価償却累計額 -994,469,065

    無形固定資産 1,303,818,230

      ソフトウェア 111,965,939

      その他 1,191,852,291

    投資その他の資産 2,383,703,111

      投資及び出資金 225,896,000

        有価証券 137,213,000

        出資金 88,683,000

        その他 -

      長期延滞債権 109,950,729

      長期貸付金 4,828,067

      基金 2,070,697,785

        減債基金 256,606,000

        その他 1,814,091,785

      その他 1,171,797

      徴収不能引当金 -28,841,267

  流動資産 2,907,270,276

    現金預金 1,463,501,925

    未収金 147,125,589

    短期貸付金 229,669

    基金 1,268,241,174

      財政調整基金 1,268,241,174

      減債基金 -

    棚卸資産 21,135,710

    その他 9,016,666

    徴収不能引当金 -1,980,457

  繰延資産 - 純資産合計 17,853,184,463

資産合計 29,002,087,669 負債及び純資産合計 29,002,087,669

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 13,453,760

    その他 1,538,101

純行政コスト 8,135,397,724

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 68,310

  臨時利益 14,991,861

  臨時損失 591,441

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 523,131

    使用料及び手数料 1,047,353,714

    その他 278,242,544

純経常行政コスト 8,149,798,144

      社会保障給付 379,435,207

      その他 9,733,170

  経常収益 1,325,596,258

        その他 97,671,338

    移転費用 4,553,385,957

      補助金等 4,164,217,580

      その他の業務費用 208,279,875

        支払利息 82,371,339

        徴収不能引当金繰入額 28,237,198

        維持補修費 90,750,495

        減価償却費 1,060,845,640

        その他 284,134,189

        その他 618,463,441

      物件費等 2,817,718,789

        物件費 1,381,988,465

        職員給与費 1,259,494,829

        賞与等引当金繰入額 112,465,402

        退職手当引当金繰入額 -94,413,891

  経常費用 9,475,394,402

    業務費用 4,922,008,445

      人件費 1,896,009,781

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （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 18,165,235,149 28,136,238,821 -9,971,003,672 -

  純行政コスト（△） -8,135,397,724 -8,135,397,724 -

  財源 7,824,883,918 7,824,883,918 -

    税収等 5,164,407,282 5,164,407,282 -

    国県等補助金 2,660,476,636 2,660,476,636 -

  本年度差額 -310,513,806 -310,513,806 -

  固定資産等の変動（内部変動） -714,038,541 714,038,541

    有形固定資産等の増加 816,654,419 -816,654,419

    有形固定資産等の減少 -1,337,958,969 1,337,958,969

    貸付金・基金等の増加 568,914,585 -568,914,585

    貸付金・基金等の減少 -761,648,576 761,648,576

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 -12,592,580 12,592,580

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -1,478,608 -1,829,737 351,129 -

  その他 -58,272 -57,082,307 57,024,035

  本年度純資産変動額 -312,050,686 -772,950,585 448,307,319 12,592,580

本年度末純資産残高 17,853,184,463 27,363,288,236 -9,522,696,353 12,592,580

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 14,006,293

本年度歳計外現金増減額 19,602,814

本年度末歳計外現金残高 33,609,107

本年度末現金預金残高 1,463,501,925

財務活動収支 -200,106,030

本年度資金収支額 -98,340,861

前年度末資金残高 1,528,933,883

比例連結割合変更に伴う差額 -700,204

本年度末資金残高 1,429,892,818

    地方債等償還支出 596,170,281

    その他の支出 90,998

  財務活動収入 396,155,249

    地方債等発行収入 396,155,249

    その他の収入 -

    資産売却収入 13,711,414

    その他の収入 19,421,016

投資活動収支 -460,718,676

【財務活動収支】

  財務活動支出 596,261,279

    その他の支出 -

  投資活動収入 646,824,218

    国県等補助金収入 30,447,388

    基金取崩収入 582,585,345

    貸付金元金回収収入 659,055

  投資活動支出 1,107,542,894

    公共施設等整備費支出 744,216,158

    基金積立金支出 363,326,736

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 562,483,845

【投資活動収支】

    税収等収入 5,012,561,749

    国県等補助金収入 2,660,476,636

    使用料及び手数料収入 1,058,979,752

    その他の収入 273,169,004

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,553,457,396

      補助金等支出 4,164,217,580

      社会保障給付支出 379,435,207

      その他の支出 9,804,609

  業務収入 9,005,187,141

    業務費用支出 3,889,245,900

      人件費支出 2,006,033,243

      物件費等支出 1,788,668,353

      支払利息支出 82,371,339

      その他の支出 12,172,965

連結資金収支計算書
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 8,442,703,296


