
【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 19,928,716,026   固定負債 5,338,670,613

    有形固定資産 16,127,890,091     地方債 3,921,311,175

      事業用資産 8,188,907,544     長期未払金 -

        土地 2,280,554,078     退職手当引当金 1,381,625,800

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

        建物 13,482,044,663     その他 35,733,638

        建物減価償却累計額 -8,042,267,671   流動負債 561,304,183

        工作物 3,486,071,904     １年内償還予定地方債 435,337,297

        工作物減価償却累計額 -3,158,520,255     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 63,811,032

        航空機 -     預り金 19,571,021

        航空機減価償却累計額 -     その他 42,584,833

        その他 - 負債合計 5,899,974,796

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 21,066,571,026

      インフラ資産 7,830,716,083   余剰分（不足分） -5,590,575,746

        土地 20,171,987

        建物 2,520,000

        建物減価償却累計額 -2,287,948

        工作物 19,928,978,776

        工作物減価償却累計額 -12,141,342,612

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,675,880

      物品 804,023,731

      物品減価償却累計額 -695,757,267

    無形固定資産 68,828,198

      ソフトウェア 68,828,198

      その他 -

    投資その他の資産 3,731,997,737

      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 51,626,866

      長期貸付金 -

      基金 1,868,749,275

        減債基金 256,606,000

        その他 1,612,143,275

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,979,029

  流動資産 1,447,254,050

    現金預金 285,917,043

    未収金 23,531,682

    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 15,475,995,280

資産合計 21,375,970,076 負債及び純資産合計 21,375,970,076

貸借対照表
（令和2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）

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 4,629,518,133

    業務費用 2,923,404,035

      人件費 1,021,375,924

        職員給与費 658,631,542

        賞与等引当金繰入額 63,811,032

        退職手当引当金繰入額 -103,225,336

        その他 402,158,686

      物件費等 1,843,310,218

        物件費 995,109,228

        維持補修費 154,605,485

        減価償却費 693,595,505

        その他 -

      その他の業務費用 58,717,893

        支払利息 29,713,822

        徴収不能引当金繰入額 17,650,820

        その他 11,353,251

    移転費用 1,706,114,098

      補助金等 1,002,164,652

      社会保障給付 389,148,525

      他会計への繰出金 313,574,176

      その他 1,226,745

  経常収益 205,034,914

    使用料及び手数料 89,955,357

    その他 115,079,557

純経常行政コスト 4,424,483,219

  臨時損失 11

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 11

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 4,392,666,230

    その他 -

  臨時利益 31,817,000

    資産売却益 31,817,000



【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 15,730,735,065 21,522,605,051 -5,791,869,986

  純行政コスト（△） -4,392,666,230 -4,392,666,230

  財源 4,133,317,137 4,133,317,137

    税収等 3,473,873,364 3,473,873,364

    国県等補助金 659,443,773 659,443,773

  本年度差額 -259,349,093 -259,349,093

  固定資産等の変動（内部変動） -460,643,333 460,643,333

    有形固定資産等の増加 357,977,932 -357,977,932

    有形固定資産等の減少 -781,838,434 781,838,434

    貸付金・基金等の増加 295,749,169 -295,749,169

    貸付金・基金等の減少 -332,532,000 332,532,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,609,308 4,609,308

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -254,739,785 -456,034,025 201,294,240

本年度末純資産残高 15,475,995,280 21,066,571,026 -5,590,575,746

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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）

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,027,735,367

    業務費用支出 2,321,621,269

      人件費支出 1,131,412,485

      物件費等支出 1,149,714,713

      支払利息支出 29,713,822

      その他の支出 10,780,249

    移転費用支出 1,706,114,098

      補助金等支出 1,002,164,652

      社会保障給付支出 389,148,525

      他会計への繰出支出 313,574,176

      その他の支出 1,226,745

  業務収入 4,323,320,976

    税収等収入 3,465,503,698

    国県等補助金収入 659,443,773

    使用料及び手数料収入 89,359,857

    その他の収入 109,013,648

  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 295,585,609

【投資活動収支】

  投資活動支出 633,752,695

    公共施設等整備費支出 338,003,526

    基金積立金支出 295,749,169

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 364,349,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 332,532,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 31,817,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -269,403,695

【財務活動収支】

  財務活動支出 418,208,703

    地方債償還支出 418,208,703

    その他の支出 -

  財務活動収入 369,700,000

    地方債発行収入 369,700,000

前年度末歳計外現金残高 33,369,930

本年度歳計外現金増減額 -13,798,909

本年度末歳計外現金残高 19,571,021

本年度末現金預金残高 285,917,043

    その他の収入 -

財務活動収支 -48,508,703

本年度資金収支額 -22,326,789

前年度末資金残高 288,672,811

本年度末資金残高 266,346,022


