
【様式第1号】

自治体名：多賀町

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 15,967,627   固定負債 5,632,812

    有形固定資産 14,051,250     地方債 4,805,798

      事業用資産 7,285,456     長期未払金 -

        土地 3,054,981     退職手当引当金 826,726

        立木竹 52,704     損失補償等引当金 -

        建物 9,238,318     その他 288

        建物減価償却累計額 -5,603,696   流動負債 518,617

        工作物 566,827     １年内償還予定地方債 411,924

        工作物減価償却累計額 -160,685     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 43,516

        航空機 -     預り金 52,330

        航空機減価償却累計額 -     その他 10,846

        その他 127,349 負債合計 6,151,428

        その他減価償却累計額 -120,459 【純資産の部】

        建設仮勘定 130,116   固定資産等形成分 16,961,909

      インフラ資産 6,663,643   余剰分（不足分） -5,877,239

        土地 245,089

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,492,370

        工作物減価償却累計額 -4,107,310

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 33,495

      物品 235,246

      物品減価償却累計額 -133,095

    無形固定資産 80,398

      ソフトウェア 77,252

      その他 3,146

    投資その他の資産 1,835,980

      投資及び出資金 141,930

        有価証券 -

        出資金 141,930

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 8,307

      長期貸付金 -

      基金 1,687,084

        減債基金 189,221

        その他 1,497,864

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,342

  流動資産 1,268,471

    現金預金 269,258

    未収金 5,881

    短期貸付金 -

    基金 994,282

      財政調整基金 977,607

      減債基金 16,675

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -950 純資産合計 11,084,670

資産合計 17,236,098 負債及び純資産合計 17,236,098

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：多賀町

会計：一般会計等 （単位：千円）

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 4,067,286

    業務費用 2,469,560

      人件費 800,122

        職員給与費 716,772

        賞与等引当金繰入額 43,516

        退職手当引当金繰入額 2,345

        その他 37,489

      物件費等 1,601,131

        物件費 1,072,172

        維持補修費 45,213

        減価償却費 483,746

        その他 -

      その他の業務費用 68,307

        支払利息 51,290

        徴収不能引当金繰入額 1,911

        その他 15,106

    移転費用 1,597,725

      補助金等 824,629

      社会保障給付 290,022

      他会計への繰出金 437,899

      その他 45,176

  経常収益 221,572

    使用料及び手数料 17,371

    その他 204,202

純経常行政コスト 3,845,713

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

    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 -

    その他 -

純行政コスト 3,845,653

    その他 0

  臨時利益 60

    資産売却益 60



【様式第3号】

自治体名：多賀町

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 10,972,852 16,723,499 -5,750,647

  純行政コスト（△） -3,845,653 -3,845,653

  財源 3,957,470 3,957,470

    税収等 3,220,154 3,220,154

    国県等補助金 737,316 737,316

  本年度差額 111,816 111,816

  固定資産等の変動（内部変動） 238,408 -238,408

    有形固定資産等の増加 558,344 -

    有形固定資産等の減少 -483,746 483,746

    貸付金・基金等の増加 289,304 -847,649

    貸付金・基金等の減少 -125,494 125,494

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 1 1 -

  本年度純資産変動額 111,818 238,410 -126,592

本年度末純資産残高 11,084,670 16,961,909 -5,877,239

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

自治体名：多賀町

会計：一般会計等 （単位：千円）

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,578,330

    業務費用支出 1,980,604

      人件費支出 796,895

      物件費等支出 1,117,385

      支払利息支出 51,290

      その他の支出 15,034

    移転費用支出 1,597,725

      補助金等支出 824,629

      社会保障給付支出 290,022

      他会計への繰出支出 437,899

      その他の支出 45,176

  業務収入 3,773,060

    税収等収入 3,217,122

    国県等補助金収入 334,225

    使用料及び手数料収入 17,371

    その他の収入 204,343

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 234,915

業務活動収支 429,646

【投資活動収支】

  投資活動支出 841,940

    公共施設等整備費支出 558,344

    基金積立金支出 283,056

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 540

    その他の支出 -

  投資活動収入 287,541

    国県等補助金収入 168,176

    基金取崩収入 118,765

    貸付金元金回収収入 540

    資産売却収入 60

    その他の収入 -

投資活動収支 -554,399

【財務活動収支】

  財務活動支出 369,351

    地方債償還支出 360,748

    その他の支出 8,604

  財務活動収入 413,143

    地方債発行収入 413,143

前年度末歳計外現金残高 56,504

本年度歳計外現金増減額 -4,174

本年度末歳計外現金残高 52,330

本年度末現金預金残高 269,258

    その他の収入 -

財務活動収支 43,792

本年度資金収支額 -80,962

前年度末資金残高 297,890

本年度末資金残高 216,928


