
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 19,016,141,009   固定負債 5,142,928,537

    有形固定資産 15,769,765,788     地方債 3,893,577,175

      事業用資産 7,999,903,328     長期未払金 -

        土地 2,286,396,441     退職手当引当金 1,275,721,015

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

        建物 13,546,844,375     その他 -26,369,653

        建物減価償却累計額 -8,311,279,400   流動負債 555,170,901

        工作物 3,526,899,955     １年内償還予定地方債 423,635,101

        工作物減価償却累計額 -3,189,982,868     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 71,954,411

        航空機 -     預り金 19,061,361

        航空機減価償却累計額 -     その他 40,520,028

        その他 - 負債合計 5,698,099,438

        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 20,153,996,009

      インフラ資産 7,627,180,148   余剰分（不足分） -5,180,011,780

        土地 25,011,843

        建物 2,520,000

        建物減価償却累計額 -2,298,478

        工作物 20,038,274,776

        工作物減価償却累計額 -12,459,003,873

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,675,880

      物品 879,686,259

      物品減価償却累計額 -737,003,947

    無形固定資産 33,405,818

      ソフトウェア 33,405,818

      その他 -

    投資その他の資産 3,212,969,403

      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 52,192,736

      長期貸付金 -

      基金 1,357,291,897

        減債基金 256,606,000

        その他 1,100,685,897

      その他 -

      徴収不能引当金 -31,115,855

  流動資産 1,655,942,658

    現金預金 479,863,579

    未収金 38,273,754

    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 14,973,984,229

資産合計 20,672,083,667 負債及び純資産合計 20,672,083,667

貸借対照表
（令和3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）

    その他 -

純行政コスト 5,713,205,156

    その他 -

  臨時利益 13,729,902

    資産売却益 13,729,902

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 5,726,935,058

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 250,503,316

    使用料及び手数料 86,701,750

    その他 163,801,566

      社会保障給付 383,542,905

      他会計への繰出金 318,593,691

      その他 4,259,400

        その他 8,272,686

    移転費用 2,611,620,920

      補助金等 1,905,224,924

      その他の業務費用 50,827,600

        支払利息 24,553,062

        徴収不能引当金繰入額 18,001,852

        維持補修費 319,502,283

        減価償却費 694,815,193

        その他 -

        その他 478,828,662

      物件費等 2,147,911,438

        物件費 1,133,593,962

        職員給与費 722,200,128

        賞与等引当金繰入額 71,954,411

        退職手当引当金繰入額 -105,904,785

  経常費用 5,977,438,374

    業務費用 3,365,817,454

      人件費 1,167,078,416

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：大多喜町

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 15,056,971,902 20,647,547,648 -5,590,575,746

  純行政コスト（△） -5,713,205,156 -5,713,205,156

  財源 5,630,217,483 5,630,217,483

    税収等 3,594,946,232 3,594,946,232

    国県等補助金 2,035,271,251 2,035,271,251

  本年度差額 -82,987,673 -82,987,673

  固定資産等の変動（内部変動） -493,551,639 493,551,639

    有形固定資産等の増加 377,290,470 -377,290,470

    有形固定資産等の減少 -778,408,109 778,408,109

    貸付金・基金等の増加 137,054,000 -137,054,000

    貸付金・基金等の減少 -229,488,000 229,488,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -82,987,673 -493,551,639 410,563,966

本年度末純資産残高 14,973,984,229 20,153,996,009 -5,180,011,780

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：大多喜町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 19,571,021

本年度歳計外現金増減額 -509,660

本年度末歳計外現金残高 19,061,361

本年度末現金預金残高 479,863,579

    その他の収入 -

財務活動収支 -39,436,196

本年度資金収支額 194,456,196

前年度末資金残高 266,346,022

本年度末資金残高 460,802,218

  財務活動支出 435,336,196

    地方債償還支出 435,336,196

    その他の支出 -

  財務活動収入 395,900,000

    地方債発行収入 395,900,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 13,729,902

    その他の収入 -

投資活動収支 -259,272,704

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 243,217,902

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 229,488,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 502,490,606

    公共施設等整備費支出 365,436,606

    基金積立金支出 137,054,000

    投資及び出資金支出 -

  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 493,165,096

  業務収入 5,855,547,831

    税収等収入 3,571,812,723

    国県等補助金収入 2,035,271,251

    使用料及び手数料収入 87,038,490

    その他の収入 161,425,367

    移転費用支出 2,611,620,920

      補助金等支出 1,905,224,924

      社会保障給付支出 383,542,905

      他会計への繰出支出 318,593,691

      その他の支出 4,259,400

    業務費用支出 2,750,761,815

      人件費支出 1,264,839,822

      物件費等支出 1,453,096,245

      支払利息支出 24,553,062

      その他の支出 8,272,686

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,362,382,735


