
【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 25,446,430,065   固定負債 9,795,863,742

    有形固定資産 21,932,206,054     地方債等 5,780,919,880

      事業用資産 9,242,510,201     長期未払金 369

        土地 2,374,892,119     退職手当引当金 1,740,401,975

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

        建物 15,163,818,758     その他 2,274,541,518

        建物減価償却累計額 -8,803,332,666   流動負債 968,360,728

        工作物 3,563,898,867     １年内償還予定地方債等 608,967,743

        工作物減価償却累計額 -3,206,434,121     未払金 126,207,561

        船舶 -     未払費用 2,031,042

        船舶減価償却累計額 -     前受金 27,200

        浮標等 -     前受収益 655,411

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 118,520,601

        航空機 -     預り金 34,760,752

        航空機減価償却累計額 -     その他 77,190,418

        その他 39,501,140 負債合計 10,764,224,470

        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 26,746,928,533

      インフラ資産 12,481,889,353   余剰分（不足分） -9,109,048,589

        土地 139,147,630   他団体出資等分 8,000,000

        建物 199,882,242

        建物減価償却累計額 -108,656,869

        工作物 28,355,880,173

        工作物減価償却累計額 -16,466,332,003

        その他 837,356,149

        その他減価償却累計額 -654,136,194

        建設仮勘定 178,748,225

      物品 1,226,312,010

      物品減価償却累計額 -1,018,505,510

    無形固定資産 1,221,756,924

      ソフトウェア 74,621,387

      その他 1,147,135,537

    投資その他の資産 2,292,467,087

      投資及び出資金 175,896,000

        有価証券 87,213,000

        出資金 88,683,000

        その他 -

      長期延滞債権 99,258,983

      長期貸付金 6,954,071

      基金 2,044,160,198

        減債基金 256,606,000

        その他 1,787,554,198

      その他 927,631

      徴収不能引当金 -34,729,796

  流動資産 2,963,674,349

    現金預金 1,442,650,190

    未収金 181,102,885

    短期貸付金 298,164

    基金 1,300,200,304

      財政調整基金 1,300,200,304

      減債基金 -

    棚卸資産 20,735,237

    その他 20,153,430

    徴収不能引当金 -1,465,861

  繰延資産 - 純資産合計 17,645,879,944

資産合計 28,410,104,414 負債及び純資産合計 28,410,104,414

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：連結会計 （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 9,575,544,985

    業務費用 4,902,062,850

      人件費 1,913,032,398

        職員給与費 1,268,955,472

        賞与等引当金繰入額 107,911,534

        退職手当引当金繰入額 -82,440,398

        その他 618,605,790

      物件費等 2,812,708,596

        物件費 1,340,858,549

        維持補修費 193,234,519

        減価償却費 1,028,040,319

        その他 250,575,209

      その他の業務費用 176,321,856

        支払利息 71,219,976

        徴収不能引当金繰入額 29,302,653

        その他 75,799,227

    移転費用 4,673,482,135

      補助金等 4,271,425,942

      社会保障給付 392,731,366

      その他 2,287,783

  経常収益 1,363,259,135

    使用料及び手数料 1,063,552,648

    その他 299,706,487

純経常行政コスト 8,212,285,850

  臨時損失 843,495

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 843,495

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 36,831,178

    資産売却益 35,011,535

    その他 1,819,643

純行政コスト 8,176,298,167



【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 17,853,184,463 27,363,288,236 -9,522,696,353 12,592,580

  純行政コスト（△） -8,176,298,167 -8,176,298,167 -

  財源 7,952,676,425 7,952,676,425 -

    税収等 5,238,590,258 5,238,590,258 -

    国県等補助金 2,714,086,167 2,714,086,167 -

  本年度差額 -223,621,742 -223,621,742 -

  固定資産等の変動（内部変動） -618,024,837 618,024,837

    有形固定資産等の増加 627,885,888 -627,885,888

    有形固定資産等の減少 -1,203,366,966 1,203,366,966

    貸付金・基金等の増加 366,940,129 -366,940,129

    貸付金・基金等の減少 -409,483,888 409,483,888

  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 19,200,000 -19,200,000

  比例連結割合変更に伴う差額 29,260,854 -18,669,470 33,322,904 14,607,420

  その他 -17,552,939 15,725,296 -33,278,235

  本年度純資産変動額 -207,304,519 -616,359,703 413,647,764 -4,592,580

本年度末純資産残高 17,645,879,944 26,746,928,533 -9,109,048,589 8,000,000

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：連結会計 （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 8,605,529,940

    業務費用支出 3,932,047,805

      人件費支出 2,030,200,761

      物件費等支出 1,770,579,504

      支払利息支出 71,219,976

      その他の支出 60,047,564

    移転費用支出 4,673,482,135

      補助金等支出 4,271,425,942

      社会保障給付支出 392,731,366

      その他の支出 2,287,783

  業務収入 9,141,307,545

    税収等収入 5,104,636,389

    国県等補助金収入 2,712,137,270

    使用料及び手数料収入 1,033,074,847

    その他の収入 291,459,039

  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 535,777,605

【投資活動収支】

  投資活動支出 945,806,685

    公共施設等整備費支出 580,830,700

    基金積立金支出 362,242,496

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,733,489

    その他の支出 -

  投資活動収入 483,270,567

    国県等補助金収入 21,490,932

    基金取崩収入 356,887,293

    貸付金元金回収収入 50,545,972

    資産売却収入 36,034,966

    その他の収入 18,311,404

投資活動収支 -462,536,118

【財務活動収支】

  財務活動支出 588,752,793

    地方債等償還支出 588,262,262

    その他の支出 490,531

  財務活動収入 490,721,520

    地方債等発行収入 490,721,520

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 33,609,107

本年度歳計外現金増減額 -13,811,034

本年度末歳計外現金残高 19,798,073

本年度末現金預金残高 1,442,650,190

財務活動収支 -98,031,273

本年度資金収支額 -24,789,786

前年度末資金残高 1,429,892,818

比例連結割合変更に伴う差額 17,749,085

本年度末資金残高 1,422,852,117


