
【様式第1号】

自治体名：多賀町

会計：全体会計 （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 26,377,266   固定負債 12,703,520

    有形固定資産 24,398,815     地方債等 10,851,188

      事業用資産 7,365,136     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 9,320,933     その他 1,025,606

        建物減価償却累計額 -5,624,797   流動負債 856,043

        工作物 591,644     １年内償還予定地方債等 707,558

        工作物減価償却累計額 -167,336     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 49,943

        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 13,559,563

        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 27,371,550

      インフラ資産 16,928,968   余剰分（不足分） -12,742,945

        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 25,023,332

        工作物減価償却累計額 -9,452,478

        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 251,353

      物品減価償却累計額 -146,642

    無形固定資産 101,911

      ソフトウェア 80,696

      その他 21,216

    投資その他の資産 1,876,540

      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 11,949

      長期貸付金 -

      基金 1,724,590

        減債基金 189,221

        その他 1,535,370

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,930

  流動資産 1,810,902

    現金預金 790,256

    未収金 18,163

    短期貸付金 -

    基金 994,284

      財政調整基金 977,609

      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 14,628,605

資産合計 28,188,169 負債及び純資産合計 28,188,169

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 60

    その他 0

純行政コスト 5,585,018

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 802

  臨時利益 60

  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 500,871

    その他 213,798

純経常行政コスト 5,584,277

      社会保障給付 290,022

      その他 52,558

  経常収益 714,670

        その他 37,210

    移転費用 3,061,834

      補助金等 2,719,255

      その他の業務費用 207,307

        支払利息 167,547

        徴収不能引当金繰入額 2,550

        維持補修費 55,777

        減価償却費 871,665

        その他 201

        その他 47,315

      物件費等 2,134,843

        物件費 1,207,200

        職員給与費 795,358

        賞与等引当金繰入額 49,943

        退職手当引当金繰入額 2,345

  経常費用 6,298,946

    業務費用 3,237,112

      人件費 894,961

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：全体会計 （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 14,509,971 27,217,549 -12,707,578 -

  純行政コスト（△） -5,585,018 -5,585,018 -

  財源 5,704,713 5,704,713 -

    税収等 4,324,462 4,324,462 -

    国県等補助金 1,380,250 1,380,250 -

  本年度差額 119,695 119,695 -

  固定資産等の変動（内部変動） 155,062 -155,062

    有形固定資産等の増加 855,534 -274,455

    有形固定資産等の減少 -870,409 870,409

    貸付金・基金等の増加 302,072 -883,150

    貸付金・基金等の減少 -132,135 132,135

  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 - - - -

  その他 -920 -920 -

  本年度純資産変動額 118,634 154,001 -35,367 -

本年度末純資産残高 14,628,605 27,371,550 -12,742,945 -

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：全体会計 （単位：千円）

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 790,256

財務活動収支 16,157

本年度資金収支額 146,934

前年度末資金残高 590,992

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 737,926

    地方債等償還支出 639,082

    その他の支出 8,604

  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 60

    その他の収入 71,995

投資活動収支 -807,142

【財務活動収支】

  財務活動支出 647,686

    その他の支出 -

  投資活動収入 369,320

    国県等補助金収入 173,846

    基金取崩収入 122,879

    貸付金元金回収収入 540

  投資活動支出 1,176,462

    公共施設等整備費支出 883,532

    基金積立金支出 292,390

    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 937,919

【投資活動収支】

    税収等収入 4,276,540

    国県等補助金収入 971,489

    使用料及び手数料収入 702,188

    その他の収入 213,652

  臨時支出 801

    移転費用支出 3,061,834

      補助金等支出 2,719,255

      社会保障給付支出 290,022

      その他の支出 52,558

  業務収入 6,163,870

    業務費用支出 2,398,230

      人件費支出 891,238

      物件費等支出 1,295,900

      支払利息支出 167,547

      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 5,460,065


