
【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 22,228,784,024   固定負債 7,503,404,862

    有形固定資産 19,401,776,877     地方債等 5,152,299,210

      事業用資産 8,437,755,830     長期未払金 -

        土地 2,351,326,089     退職手当引当金 1,498,532,597

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

        建物 13,785,358,904     その他 852,573,055

        建物減価償却累計額 -8,176,148,056   流動負債 766,806,736

        工作物 3,486,071,904     １年内償還予定地方債等 530,543,396

        工作物減価償却累計額 -3,158,520,255     未払金 89,348,650

        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 83,758,836

        航空機 -     預り金 19,571,021

        航空機減価償却累計額 -     その他 43,584,833

        その他 39,501,140 負債合計 8,270,211,598

        その他減価償却累計額 -30,858,721 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 23,478,205,024

      インフラ資産 10,830,541,656   余剰分（不足分） -7,127,464,794

        土地 79,583,346   他団体出資等分 -

        建物 87,613,654

        建物減価償却累計額 -40,277,567

        工作物 25,505,539,278

        工作物減価償却累計額 -14,971,387,656

        その他 401,591,198

        その他減価償却累計額 -318,775,423

        建設仮勘定 86,654,826

      物品 865,942,042

      物品減価償却累計額 -732,462,651

    無形固定資産 74,554,901

      ソフトウェア 69,492,398

      その他 5,062,503

    投資その他の資産 2,752,452,246

      投資及び出資金 722,193,800

        有価証券 -

        出資金 722,193,800

        その他 -

      長期延滞債権 98,224,883

      長期貸付金 -

      基金 1,966,665,550

        減債基金 256,606,000

        その他 1,710,059,550

      その他 -

      徴収不能引当金 -34,631,987

  流動資産 2,392,167,804

    現金預金 1,033,102,703

    未収金 101,353,159

    短期貸付金 -

    基金 1,249,421,000

      財政調整基金 1,249,421,000

      減債基金 -

    棚卸資産 9,687,669

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,396,727

  繰延資産 - 純資産合計 16,350,740,230

資産合計 24,620,951,828 負債及び純資産合計 24,620,951,828

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
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 7,478,174,556

    業務費用 3,748,774,675

      人件費 1,329,457,428

        職員給与費 845,487,559

        賞与等引当金繰入額 84,137,145

        退職手当引当金繰入額 -111,959,787

        その他 511,792,511

      物件費等 2,304,778,669

        物件費 1,116,396,001

        維持補修費 166,055,722

        減価償却費 838,085,350

        その他 184,241,596

      その他の業務費用 114,538,578

        支払利息 55,258,638

        徴収不能引当金繰入額 29,204,844

        その他 30,075,096

    移転費用 3,729,399,881

      補助金等 3,330,404,137

      社会保障給付 390,598,355

      その他 1,360,345

  経常収益 672,301,695

    使用料及び手数料 545,817,502

    その他 126,484,193

純経常行政コスト 6,805,872,861

  臨時損失 11

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 11

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 31,817,000

    資産売却益 31,817,000

    その他 -

純行政コスト 6,774,055,872



【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 16,520,411,746 23,976,704,248 -7,456,292,502 -

  純行政コスト（△） -6,774,055,872 -6,774,055,872 -

  財源 6,599,775,048 6,599,775,048 -

    税収等 4,456,003,996 4,456,003,996 -

    国県等補助金 2,143,771,052 2,143,771,052 -

  本年度差額 -174,280,824 -174,280,824 -

  固定資産等の変動（内部変動） -503,108,532 503,108,532

    有形固定資産等の増加 561,717,851 -561,717,851

    有形固定資産等の減少 -1,015,806,745 1,015,806,745

    貸付金・基金等の増加 352,424,362 -352,424,362

    貸付金・基金等の減少 -401,444,000 401,444,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,609,308 4,609,308

  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 -169,671,516 -498,499,224 328,827,708 -

本年度末純資産残高 16,350,740,230 23,478,205,024 -7,127,464,794 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 6,676,057,148

    業務費用支出 2,946,657,267

      人件費支出 1,447,682,408

      物件費等支出 1,429,743,708

      支払利息支出 55,258,638

      その他の支出 13,972,513

    移転費用支出 3,729,399,881

      補助金等支出 3,330,404,137

      社会保障給付支出 390,598,355

      その他の支出 1,360,345

  業務収入 7,199,745,080

    税収等収入 4,399,996,653

    国県等補助金収入 2,143,771,052

    使用料及び手数料収入 537,440,941

    その他の収入 118,536,434

  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 523,687,932

【投資活動収支】

  投資活動支出 831,935,026

    公共施設等整備費支出 479,510,664

    基金積立金支出 352,424,362

    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 435,547,424

    国県等補助金収入 2,286,424

    基金取崩収入 351,444,000

    貸付金元金回収収入 50,000,000

    資産売却収入 31,817,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -396,387,602

【財務活動収支】

  財務活動支出 510,845,558

    地方債等償還支出 510,845,558

    その他の支出 -

  財務活動収入 467,700,000

    地方債等発行収入 467,700,000

    その他の収入 -

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 1,033,102,703

財務活動収支 -43,145,558

本年度資金収支額 84,154,772

前年度末資金残高 929,376,910

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,013,531,682


