
【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 27,323,397   固定負債 12,661,138

    有形固定資産 25,685,900     地方債等 10,841,274

      事業用資産 8,516,875     長期未払金 -

        土地 3,086,277     退職手当引当金 829,385

        立木竹 350,039     損失補償等引当金 -

        建物 10,457,990     その他 990,479

        建物減価償却累計額 -6,199,138   流動負債 1,280,365

        工作物 629,754     １年内償還予定地方債等 732,205

        工作物減価償却累計額 -210,705     未払金 33,519

        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 52,599

        航空機 -     預り金 448,960

        航空機減価償却累計額 -     その他 13,082

        その他 171,413 負債合計 13,941,503

        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 28,293,549

      インフラ資産 15,909,618   余剰分（不足分） -12,719,422

        土地 415,075   他団体出資等分 -

        建物 167,847

        建物減価償却累計額 -32,773

        工作物 24,938,952

        工作物減価償却累計額 -9,667,854

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 88,371

      物品 2,102,423

      物品減価償却累計額 -843,015

    無形固定資産 135,791

      ソフトウェア 67,057

      その他 68,734

    投資その他の資産 1,501,706

      投資及び出資金 14,751

        有価証券 -

        出資金 14,751

        その他 -

      長期延滞債権 12,686

      長期貸付金 -

      基金 1,476,194

        減債基金 72,205

        その他 1,403,989

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,926

  流動資産 2,192,233

    現金預金 1,198,530

    未収金 15,202

    短期貸付金 -

    基金 970,152

      財政調整基金 970,152

      減債基金 -

    棚卸資産 9,892

    その他 7

    徴収不能引当金 -1,550

  繰延資産 - 純資産合計 15,574,127

資産合計 29,515,630 負債及び純資産合計 29,515,630

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：多賀町

会計：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 7,170,702

    業務費用 3,325,445

      人件費 922,269

        職員給与費 819,396

        賞与等引当金繰入額 52,590

        退職手当引当金繰入額 313

        その他 49,971

      物件費等 2,217,695

        物件費 1,235,216

        維持補修費 68,302

        減価償却費 914,177

        その他 0

      その他の業務費用 185,481

        支払利息 158,851

        徴収不能引当金繰入額 1,518

        その他 25,111

    移転費用 3,845,256

      補助金等 3,502,680

      社会保障給付 300,867

      その他 15,872

  経常収益 824,074

    使用料及び手数料 516,273

    その他 307,801

純経常行政コスト 6,346,628

  臨時損失 12,030

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 9,889

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,142

  臨時利益 221,921

    資産売却益 1,756

    その他 220,165

純行政コスト 6,136,737



【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 15,563,067 28,325,904 -12,762,836 -

  純行政コスト（△） -6,136,737 -6,136,737 -

  財源 6,275,955 6,275,955 -

    税収等 4,581,572 4,581,572 -

    国県等補助金 1,694,383 1,694,383 -

  本年度差額 139,218 139,218 -

  固定資産等の変動（内部変動） 100,225 -100,225

    有形固定資産等の増加 1,249,047 -1,249,047

    有形固定資産等の減少 -741,060 741,060

    貸付金・基金等の増加 376,861 -376,861

    貸付金・基金等の減少 -784,623 784,623

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5,441 5,441

  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 -9,584 -10,858 1,274 -

  その他 -124,016 -127,163 3,147

  本年度純資産変動額 11,060 -32,355 43,414 -

本年度末純資産残高 15,574,127 28,293,549 -12,719,422 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 6,274,749

    業務費用支出 2,429,492

      人件費支出 952,360

      物件費等支出 1,305,806

      支払利息支出 158,851

      その他の支出 12,475

    移転費用支出 3,845,256

      補助金等支出 3,502,680

      社会保障給付支出 300,867

      その他の支出 15,872

  業務収入 6,801,798

    税収等収入 4,526,475

    国県等補助金収入 1,452,663

    使用料及び手数料収入 514,996

    その他の収入 307,663

  臨時支出 499

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 499

  臨時収入 -

業務活動収支 526,550

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,328,789

    公共施設等整備費支出 1,210,240

    基金積立金支出 118,298

    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 792,193

    国県等補助金収入 241,720

    基金取崩収入 524,544

    貸付金元金回収収入 250

    資産売却収入 1,756

    その他の収入 23,923

投資活動収支 -536,595

【財務活動収支】

  財務活動支出 901,206

    地方債等償還支出 892,313

    その他の支出 8,893

  財務活動収入 864,715

    地方債等発行収入 864,715

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 52,380

本年度歳計外現金増減額 396,583

本年度末歳計外現金残高 448,963

本年度末現金預金残高 1,198,530

財務活動収支 -36,491

本年度資金収支額 -46,536

前年度末資金残高 796,136

比例連結割合変更に伴う差額 -33

本年度末資金残高 749,567


