
【様式第1号】

自治体名：大多喜町

会計：全体会計 （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 22,757,283,248   固定負債 7,793,287,070

    有形固定資産 19,798,746,960     地方債等 5,215,142,309

      事業用資産 8,604,415,356     長期未払金 -

        土地 2,351,036,781     退職手当引当金 1,610,492,384

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

        建物 13,672,827,900     その他 967,652,377

        建物減価償却累計額 -7,957,694,164   流動負債 722,927,383

        工作物 3,481,673,303     １年内償還予定地方債等 510,845,855

        工作物減価償却累計額 -3,134,321,880     未払金 47,936,679

        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 90,024,029

        航空機 -     預り金 33,369,930

        航空機減価償却累計額 -     その他 40,750,890

        その他 39,279,868 負債合計 8,516,214,453

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

        建設仮勘定 40,000,000   固定資産等形成分 23,976,704,248

      インフラ資産 11,045,635,108   余剰分（不足分） -7,456,292,502

        土地 79,329,281   他団体出資等分 -

        建物 87,613,654

        建物減価償却累計額 -38,560,679

        工作物 25,309,538,665

        工作物減価償却累計額 -14,548,633,844

        その他 419,628,876

        その他減価償却累計額 -328,156,871

        建設仮勘定 64,876,026

      物品 861,195,590

      物品減価償却累計額 -712,499,094

    無形固定資産 110,123,086

      ソフトウェア 105,060,583

      その他 5,062,503

    投資その他の資産 2,848,413,202

      投資及び出資金 772,193,800

        有価証券 50,000,000

        出資金 722,193,800

        その他 -

      長期延滞債権 109,312,406

      長期貸付金 -

      基金 1,995,685,188

        減債基金 256,606,000

        その他 1,739,079,188

      その他 -

      徴収不能引当金 -28,778,192

  流動資産 2,279,342,951

    現金預金 962,746,840

    未収金 89,344,163

    短期貸付金 -

    基金 1,219,421,000

      財政調整基金 1,219,421,000

      減債基金 -

    棚卸資産 9,674,804

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,843,856

  繰延資産 - 純資産合計 16,520,411,746

資産合計 25,036,626,199 負債及び純資産合計 25,036,626,199

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 13,453,760

    その他 -

純行政コスト 6,770,033,784

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 13,453,760

  臨時損失 523,130

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 523,130

    使用料及び手数料 566,453,865

    その他 105,200,932

純経常行政コスト 6,782,964,414

      社会保障給付 377,228,067

      その他 5,516,000

  経常収益 671,654,797

        その他 54,750,850

    移転費用 3,656,901,902

      補助金等 3,274,157,835

      その他の業務費用 146,282,532

        支払利息 63,357,559

        徴収不能引当金繰入額 28,174,123

        維持補修費 62,129,016

        減価償却費 870,534,794

        その他 227,041,478

        その他 514,819,369

      物件費等 2,321,145,499

        物件費 1,161,440,211

        職員給与費 837,223,786

        賞与等引当金繰入額 88,987,470

        退職手当引当金繰入額 -110,741,347

  経常費用 7,454,619,211

    業務費用 3,797,717,309

      人件費 1,330,289,278

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：全体会計 （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 16,799,051,878 24,634,151,328 -7,835,099,450 -

  純行政コスト（△） -6,770,033,784 -6,770,033,784 -

  財源 6,491,393,652 6,491,393,652 -

    税収等 4,389,646,555 4,389,646,555 -

    国県等補助金 2,101,747,097 2,101,747,097 -

  本年度差額 -278,640,132 -278,640,132 -

  固定資産等の変動（内部変動） -657,447,080 657,447,080

    有形固定資産等の増加 749,036,282 -749,036,282

    有形固定資産等の減少 -1,160,532,422 1,160,532,422

    貸付金・基金等の増加 503,050,814 -503,050,814

    貸付金・基金等の減少 -749,001,754 749,001,754

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -278,640,132 -657,447,080 378,806,948 -

本年度末純資産残高 16,520,411,746 23,976,704,248 -7,456,292,502 -

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：全体会計 （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 962,746,840

財務活動収支 -131,881,871

本年度資金収支額 -19,227,971

前年度末資金残高 948,604,881

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 929,376,910

    地方債等償還支出 514,081,871

    その他の支出 -

  財務活動収入 382,200,000

    地方債等発行収入 382,200,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 13,501,756

    その他の収入 -

投資活動収支 -371,431,985

【財務活動収支】

  財務活動支出 514,081,871

    その他の支出 -

  投資活動収入 597,899,836

    国県等補助金収入 11,848,080

    基金取崩収入 572,550,000

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 969,331,821

    公共施設等整備費支出 593,380,284

    基金積立金支出 355,951,537

    投資及び出資金支出 20,000,000

    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 484,085,885

【投資活動収支】

    税収等収入 4,314,926,305

    国県等補助金収入 2,101,747,097

    使用料及び手数料収入 574,592,217

    その他の収入 100,218,255

  臨時支出 -

    移転費用支出 3,656,901,902

      補助金等支出 3,274,157,835

      社会保障給付支出 377,228,067

      その他の支出 5,516,000

  業務収入 7,091,483,874

    業務費用支出 2,950,496,087

      人件費支出 1,438,458,431

      物件費等支出 1,479,401,061

      支払利息支出 63,357,559

      その他の支出 -30,720,964

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 6,607,397,989


