
【様式第1号】

自治体名：大多喜町

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 25,293,329,691   固定負債 9,970,022,582

    有形固定資産 21,975,795,927     地方債等 6,195,618,386

      事業用資産 8,996,722,573     長期未払金 167

        土地 2,380,746,304     退職手当引当金 1,629,511,863

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

        建物 15,228,381,705     その他 2,144,892,166

        建物減価償却累計額 -9,131,515,132   流動負債 937,140,473

        工作物 3,605,594,321     １年内償還予定地方債等 598,498,113

        工作物減価償却累計額 -3,244,302,143     未払金 126,924,812

        船舶 -     未払費用 2,047,497

        船舶減価償却累計額 -     前受金 22,400

        浮標等 -     前受収益 402,384

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 126,151,123

        航空機 -     預り金 37,486,661

        航空機減価償却累計額 -     その他 45,607,483

        その他 48,846,630 負債合計 10,907,163,055

        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 26,597,984,164

      インフラ資産 12,728,528,418   余剰分（不足分） -9,026,497,175

        土地 143,829,567   他団体出資等分 8,000,000

        建物 199,882,242

        建物減価償却累計額 -111,534,111

        工作物 28,486,369,402

        工作物減価償却累計額 -16,949,064,302

        その他 833,727,485

        その他減価償却累計額 -652,818,804

        建設仮勘定 778,136,939

      物品 1,294,330,873

      物品減価償却累計額 -1,043,785,937

    無形固定資産 1,138,850,684

      ソフトウェア 36,881,028

      その他 1,101,969,656

    投資その他の資産 2,178,683,080

      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 93,826,840

      長期貸付金 5,976,473

      基金 1,946,522,148

        減債基金 256,606,000

        その他 1,689,916,148

      その他 2,095,928

      徴収不能引当金 -45,634,309

  流動資産 3,193,320,353

    現金預金 1,611,127,260

    未収金 247,871,993

    短期貸付金 734,815

    基金 1,303,919,658

      財政調整基金 1,303,919,658

      減債基金 -

    棚卸資産 21,075,672

    その他 9,366,067

    徴収不能引当金 -775,112

  繰延資産 - 純資産合計 17,579,486,989

資産合計 28,486,650,044 負債及び純資産合計 28,486,650,044

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 13,971,546

    その他 9,351,539

純行政コスト 9,485,453,437

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 15,122,791

  臨時利益 23,323,085

  臨時損失 15,224,125

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 101,334

    使用料及び手数料 1,027,301,427

    その他 349,255,480

純経常行政コスト 9,493,552,397

      社会保障給付 387,166,698

      その他 6,587,687

  経常収益 1,376,556,907

        その他 60,177,792

    移転費用 5,579,545,751

      補助金等 5,185,791,366

      その他の業務費用 149,019,170

        支払利息 61,152,055

        徴収不能引当金繰入額 27,689,323

        維持補修費 352,309,417

        減価償却費 1,027,617,212

        その他 248,245,164

        その他 645,348,116

      物件費等 3,087,758,928

        物件費 1,459,587,135

        職員給与費 1,388,359,169

        賞与等引当金繰入額 114,462,146

        退職手当引当金繰入額 -94,383,976

  経常費用 10,870,109,304

    業務費用 5,290,563,553

      人件費 2,053,785,455

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：連結会計 （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 17,645,879,944 26,746,928,533 -9,109,048,589 8,000,000

  純行政コスト（△） -9,485,453,437 -9,485,453,437 -

  財源 9,428,781,667 9,428,781,667 -

    税収等 5,245,125,258 5,245,125,258 -

    国県等補助金 4,183,656,409 4,183,656,409 -

  本年度差額 -56,671,770 -56,671,770 -

  固定資産等の変動（内部変動） -153,897,811 153,897,811

    有形固定資産等の増加 1,132,450,300 -1,132,450,300

    有形固定資産等の減少 -1,189,137,150 1,189,137,150

    貸付金・基金等の増加 158,451,350 -158,451,350

    貸付金・基金等の減少 -255,662,311 255,662,311

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 259,000 259,000

  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 1,477,824 -15,801,443 17,279,267 -

  その他 -11,458,009 20,495,885 -31,953,894

  本年度純資産変動額 -66,392,955 -148,944,369 82,551,414 -

本年度末純資産残高 17,579,486,989 26,597,984,164 -9,026,497,175 8,000,000

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 19,798,073

本年度歳計外現金増減額 -488,063

本年度末歳計外現金残高 19,310,010

本年度末現金預金残高 1,611,127,260

財務活動収支 405,243,585

本年度資金収支額 169,654,279

前年度末資金残高 1,422,852,117

比例連結割合変更に伴う差額 -689,146

本年度末資金残高 1,591,817,250

    地方債等償還支出 608,386,102

    その他の支出 442,026

  財務活動収入 1,014,071,713

    地方債等発行収入 1,014,071,713

    その他の収入 -

    資産売却収入 14,347,579

    その他の収入 26,621,184

投資活動収支 -930,723,685

【財務活動収支】

  財務活動支出 608,828,128

    その他の支出 -

  投資活動収入 309,938,175

    国県等補助金収入 15,057,523

    基金取崩収入 253,370,942

    貸付金元金回収収入 540,947

  投資活動支出 1,240,661,860

    公共施設等整備費支出 1,084,379,943

    基金積立金支出 156,281,917

    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 15,122,791

  臨時収入 7,446,144

業務活動収支 695,134,379

【投資活動収支】

    税収等収入 5,107,891,555

    国県等補助金収入 4,183,491,167

    使用料及び手数料収入 973,592,115

    その他の収入 345,200,213

  臨時支出 15,122,791

    移転費用支出 5,579,815,751

      補助金等支出 5,186,061,366

      社会保障給付支出 387,166,698

      その他の支出 6,587,687

  業務収入 10,610,175,050

    業務費用支出 4,327,548,273

      人件費支出 2,155,491,049

      物件費等支出 2,066,591,862

      支払利息支出 61,152,055

      その他の支出 44,313,307

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 9,907,364,024


