
【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 16,402,963   固定負債 5,768,141

    有形固定資産 14,827,493     地方債 4,940,233

      事業用資産 7,829,934     長期未払金 -

        土地 3,054,981     退職手当引当金 796,982

        立木竹 52,704     損失補償等引当金 -

        建物 9,707,107     その他 30,926

        建物減価償却累計額 -5,805,929   流動負債 911,202

        工作物 618,023     １年内償還予定地方債 407,044

        工作物減価償却累計額 -199,609     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 44,362

        航空機 -     預り金 448,912

        航空機減価償却累計額 -     その他 10,884

        その他 171,413 負債合計 6,679,343

        その他減価償却累計額 -122,534 【純資産の部】

        建設仮勘定 353,779   固定資産等形成分 17,308,226

      インフラ資産 6,900,168   余剰分（不足分） -6,030,095

        土地 251,398

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,960,640

        工作物減価償却累計額 -4,358,183

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 46,312

      物品 254,043

      物品減価償却累計額 -156,652

    無形固定資産 60,777

      ソフトウェア 60,777

      その他 0

    投資その他の資産 1,514,693

      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 9,194

      長期貸付金 -

      基金 1,364,977

        減債基金 72,205

        その他 1,292,772

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,408

  流動資産 1,554,511

    現金預金 643,671

    未収金 6,585

    短期貸付金 -

    基金 905,263

      財政調整基金 905,263

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,009 純資産合計 11,278,131

資産合計 17,957,474 負債及び純資産合計 17,957,474

貸借対照表
（平成30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29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 3,944,682

    業務費用 2,443,290

      人件費 781,939

        職員給与費 700,325

        賞与等引当金繰入額 44,362

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 37,252

      物件費等 1,597,145

        物件費 1,019,143

        維持補修費 58,002

        減価償却費 520,000

        その他 -

      その他の業務費用 64,206

        支払利息 47,574

        徴収不能引当金繰入額 944

        その他 15,689

    移転費用 1,501,392

      補助金等 772,083

      社会保障給付 298,960

      他会計への繰出金 429,137

      その他 1,212

  経常収益 210,550

    使用料及び手数料 17,225

    その他 193,326

純経常行政コスト 3,734,132

  臨時損失 -

    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 3,732,376

    その他 -

  臨時利益 1,756

    資産売却益 1,756



【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 11,084,670 16,961,909 -5,877,239

  純行政コスト（△） -3,732,376 -3,732,376

  財源 3,684,346 3,684,346

    税収等 2,996,276 2,996,276

    国県等補助金 688,069 688,069

  本年度差額 -48,030 -48,030

  固定資産等の変動（内部変動） 104,826 -104,826

    有形固定資産等の増加 1,033,953 -1,033,953

    有形固定資産等の減少 -518,821 518,821

    貸付金・基金等の増加 364,369 -364,369

    貸付金・基金等の減少 -774,675 774,675

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 241,491 241,491

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 193,461 346,317 -152,856

本年度末純資産残高 11,278,131 17,308,226 -6,030,095

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30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29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,452,614

    業務費用支出 1,951,223

      人件費支出 810,838

      物件費等支出 1,077,145

      支払利息支出 47,574

      その他の支出 15,666

    移転費用支出 1,501,392

      補助金等支出 772,083

      社会保障給付支出 298,960

      他会計への繰出支出 429,137

      その他の支出 1,212

  業務収入 3,650,744

    税収等収入 2,993,874

    国県等補助金収入 446,349

    使用料及び手数料収入 17,225

    その他の収入 193,297

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 198,130

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,103,299

    公共施設等整備費支出 996,508

    基金積立金支出 106,541

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 250

    その他の支出 -

  投資活動収入 761,393

    国県等補助金収入 241,720

    基金取崩収入 517,667

    貸付金元金回収収入 250

    資産売却収入 1,756

    その他の収入 -

投資活動収支 -341,906

【財務活動収支】

  財務活動支出 603,807

    地方債償還支出 595,860

    その他の支出 7,947

  財務活動収入 725,415

    地方債発行収入 725,415

前年度末歳計外現金残高 52,330

本年度歳計外現金増減額 396,582

本年度末歳計外現金残高 448,912

本年度末現金預金残高 643,671

    その他の収入 -

財務活動収支 121,608

本年度資金収支額 -22,169

前年度末資金残高 216,928

本年度末資金残高 194,759


