
【様式第1号】

自治体名：大多喜町

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 22,192,191,941   固定負債 7,750,880,202

    有形固定資産 19,519,471,043     地方債等 5,620,133,853

      事業用資産 8,243,603,120     長期未払金 -

        土地 2,357,168,452     退職手当引当金 1,382,842,626

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

        建物 13,850,440,216     その他 747,903,723

        建物減価償却累計額 -8,458,740,153   流動負債 751,908,362

        工作物 3,526,899,955     １年内償還予定地方債等 522,066,458

        工作物減価償却累計額 -3,189,982,868     未払金 76,887,254

        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 92,373,261

        航空機 -     預り金 19,061,361

        航空機減価償却累計額 -     その他 41,520,028

        その他 48,846,630 負債合計 8,502,788,564

        その他減価償却累計額 -32,053,937 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 23,441,612,941

      インフラ資産 11,107,959,218   余剰分（不足分） -7,256,388,159

        土地 84,404,202   他団体出資等分 -

        建物 87,613,654

        建物減価償却累計額 -41,807,150

        工作物 25,624,349,255

        工作物減価償却累計額 -15,393,070,125

        その他 393,065,673

        その他減価償却累計額 -317,905,639

        建設仮勘定 671,309,348

      物品 944,117,379

      物品減価償却累計額 -776,208,674

    無形固定資産 38,986,721

      ソフトウェア 33,924,218

      その他 5,062,503

    投資その他の資産 2,633,734,177

      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 92,359,112

      長期貸付金 -

      基金 1,864,665,716

        減債基金 256,606,000

        その他 1,608,059,716

      その他 -

      徴収不能引当金 -45,484,451

  流動資産 2,495,821,405

    現金預金 1,094,010,889

    未収金 143,276,179

    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 9,773,265

    その他 -

    徴収不能引当金 -659,928

  繰延資産 - 純資産合計 16,185,224,782

資産合計 24,688,013,346 負債及び純資産合計 24,688,013,346

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 13,729,902

    その他 1,192,991

純行政コスト 8,174,025,913

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 8,869,638

  臨時利益 14,922,893

  臨時損失 8,869,638

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 535,240,796

    その他 179,136,578

純経常行政コスト 8,180,079,168

      社会保障給付 385,133,548

      その他 4,362,400

  経常収益 714,377,374

        その他 18,833,431

    移転費用 4,713,623,970

      補助金等 4,324,128,022

      その他の業務費用 94,404,774

        支払利息 48,095,422

        徴収不能引当金繰入額 27,475,921

        維持補修費 330,193,650

        減価償却費 839,378,898

        その他 187,687,524

        その他 576,591,385

      物件費等 2,603,257,408

        物件費 1,245,997,336

        職員給与費 930,580,070

        賞与等引当金繰入額 91,688,906

        退職手当引当金繰入額 -115,689,971

  経常費用 8,894,456,542

    業務費用 4,180,832,572

      人件費 1,483,170,390

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：円）

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 16,350,740,230 23,478,205,024 -7,127,464,794 -

  純行政コスト（△） -8,174,025,913 -8,174,025,913 -

  財源 8,008,510,465 8,008,510,465 -

    税収等 4,466,468,273 4,466,468,273 -

    国県等補助金 3,542,042,192 3,542,042,192 -

  本年度差額 -165,515,448 -165,515,448 -

  固定資産等の変動（内部変動） -36,592,083 36,592,083

    有形固定資産等の増加 1,064,470,985 -1,064,470,985

    有形固定資産等の減少 -999,063,234 999,063,234

    貸付金・基金等の増加 146,804,166 -146,804,166

    貸付金・基金等の減少 -248,804,000 248,804,000

  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 -165,515,448 -36,592,083 -128,923,365 -

本年度末純資産残高 16,185,224,782 23,441,612,941 -7,256,388,159 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 1,094,010,889

財務活動収支 459,357,705

本年度資金収支額 61,417,846

前年度末資金残高 1,013,531,682

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,074,949,528

    地方債等償還支出 530,542,295

    その他の支出 -

  財務活動収入 989,900,000

    地方債等発行収入 989,900,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 13,748,902

    その他の収入 160,094

投資活動収支 -882,808,942

【財務活動収支】

  財務活動支出 530,542,295

    その他の支出 -

  投資活動収入 264,616,996

    国県等補助金収入 1,904,000

    基金取崩収入 248,804,000

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,147,425,938

    公共施設等整備費支出 1,000,621,772

    基金積立金支出 146,804,166

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 8,869,638

  臨時収入 1,192,991

業務活動収支 484,869,083

【投資活動収支】

    税収等収入 4,405,624,598

    国県等補助金収入 3,542,042,192

    使用料及び手数料収入 502,111,926

    その他の収入 175,729,485

  臨時支出 8,869,638

    移転費用支出 4,713,623,970

      補助金等支出 4,324,128,022

      社会保障給付支出 385,133,548

      その他の支出 4,362,400

  業務収入 8,625,508,201

    業務費用支出 3,419,338,501

      人件費支出 1,590,245,936

      物件費等支出 1,776,793,504

      支払利息支出 48,095,422

      その他の支出 4,203,639

連結資金収支計算書
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 8,132,962,471


