
【様式第1号】

自治体名：多賀町

会計：連結会計 （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 27,268,173   固定負債 12,777,282

    有形固定資産 25,175,722     地方債等 10,893,391

      事業用資産 8,019,009     長期未払金 -

        土地 3,085,918     退職手当引当金 858,286

        立木竹 350,039     損失補償等引当金 -

        建物 9,995,350     その他 1,025,606

        建物減価償却累計額 -5,974,215   流動負債 860,565

        工作物 603,361     １年内償還予定地方債等 708,362

        工作物減価償却累計額 -178,452     未払金 35,365

        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 52,667

        航空機 -     預り金 52,380

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,791

        その他 127,349 負債合計 13,637,848

        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 28,325,904

      インフラ資産 16,950,467   余剰分（不足分） -12,762,836

        土地 372,384   他団体出資等分 -

        建物 166,524

        建物減価償却累計額 -46,334

        工作物 25,085,071

        工作物減価償却累計額 -9,492,716

        その他 1,111,806

        その他減価償却累計額 -359,066

        建設仮勘定 112,799

      物品 779,925

      物品減価償却累計額 -573,680

    無形固定資産 147,590

      ソフトウェア 82,601

      その他 64,989

    投資その他の資産 1,944,861

      投資及び出資金 141,930

        有価証券 -

        出資金 141,930

        その他 -

      長期延滞債権 11,960

      長期貸付金 -

      基金 1,792,901

        減債基金 189,221

        その他 1,603,681

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,930

  流動資産 1,932,742

    現金預金 848,516

    未収金 18,296

    短期貸付金 -

    基金 1,057,731

      財政調整基金 1,041,056

      減債基金 16,675

    棚卸資産 9,584

    その他 7

    徴収不能引当金 -1,392

  繰延資産 - 純資産合計 15,563,067

資産合計 29,200,915 負債及び純資産合計 29,200,915

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：多賀町

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 528

    その他 0

純行政コスト 6,426,303

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 802

  臨時利益 528

  臨時損失 802

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 514,313

    その他 310,653

純経常行政コスト 6,426,030

      社会保障給付 290,559

      その他 52,573

  経常収益 824,965

        その他 37,247

    移転費用 3,862,301

      補助金等 3,519,168

      その他の業務費用 207,540

        支払利息 167,742

        徴収不能引当金繰入額 2,550

        維持補修費 56,205

        減価償却費 902,198

        その他 339

        その他 51,956

      物件費等 2,243,279

        物件費 1,284,537

        職員給与費 830,386

        賞与等引当金繰入額 52,667

        退職手当引当金繰入額 2,865

  経常費用 7,250,995

    業務費用 3,388,694

      人件費 937,875

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：多賀町

会計：連結会計 （単位：千円）

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 15,449,921 28,184,389 -12,734,468 -

  純行政コスト（△） -6,426,303 -6,426,303 -

  財源 6,540,138 6,540,138 -

    税収等 4,689,914 4,689,914 -

    国県等補助金 1,850,224 1,850,224 -

  本年度差額 113,835 113,835 -

  固定資産等の変動（内部変動） 148,545 -148,545

    有形固定資産等の増加 872,730 -291,652

    有形固定資産等の減少 -900,950 900,950

    貸付金・基金等の増加 309,288 -890,366

    貸付金・基金等の減少 -132,522 132,522

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -141 -141

  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 -5,082 -6,292 1,210 -

  その他 4,534 -598 5,133

  本年度純資産変動額 113,146 141,515 -28,369 -

本年度末純資産残高 15,563,067 28,325,904 -12,762,836 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 56,567

本年度歳計外現金増減額 -4,187

本年度末歳計外現金残高 52,380

本年度末現金預金残高 848,516

財務活動収支 14,417

本年度資金収支額 149,209

前年度末資金残高 646,963

比例連結割合変更に伴う差額 -37

本年度末資金残高 796,136

    地方債等償還支出 639,877

    その他の支出 9,549

  財務活動収入 663,843

    地方債等発行収入 663,843

    その他の収入 -

    資産売却収入 528

    その他の収入 71,995

投資活動収支 -827,786

【財務活動収支】

  財務活動支出 649,426

    その他の支出 -

  投資活動収入 370,165

    国県等補助金収入 173,846

    基金取崩収入 123,256

    貸付金元金回収収入 540

  投資活動支出 1,197,951

    公共施設等整備費支出 894,789

    基金積立金支出 302,622

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 540

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 801

  臨時収入 234,915

業務活動収支 962,578

【投資活動収支】

    税収等収入 4,641,991

    国県等補助金収入 1,441,463

    使用料及び手数料収入 715,648

    その他の収入 310,405

  臨時支出 801

    移転費用支出 3,862,301

      補助金等支出 3,519,168

      社会保障給付支出 290,559

      その他の支出 52,573

  業務収入 7,109,506

    業務費用支出 2,518,741

      人件費支出 933,614

      物件費等支出 1,373,840

      支払利息支出 167,742

      その他の支出 43,545

連結資金収支計算書
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 6,381,042


