
【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 26,460,845   固定負債 12,587,199

    有形固定資産 24,944,574     地方債等 10,799,761

      事業用資産 7,889,218     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 9,789,722     その他 990,456

        建物減価償却累計額 -5,829,260   流動負債 1,277,805

        工作物 618,023     １年内償還予定地方債等 732,205

        工作物減価償却累計額 -199,609     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 50,087

        航空機 -     預り金 448,912

        航空機減価償却累計額 -     その他 13,082

        その他 171,413 負債合計 13,865,004

        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 27,366,110

      インフラ資産 15,889,123   余剰分（不足分） -12,697,740

        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 24,876,935

        工作物減価償却累計額 -9,626,331

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 88,371

      物品 1,575,023

      物品減価償却累計額 -408,791

    無形固定資産 90,657

      ソフトウェア 65,696

      その他 24,961

    投資その他の資産 1,425,614

      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 12,569

      長期貸付金 -

      基金 1,400,220

        減債基金 72,205

        その他 1,328,015

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,926

  流動資産 2,072,530

    現金預金 1,143,825

    未収金 15,091

    短期貸付金 -

    基金 905,265

      財政調整基金 905,265

      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 14,668,371

資産合計 28,533,375 負債及び純資産合計 28,533,375

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：全体会計 （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 6,131,713

    業務費用 3,165,692

      人件費 879,424

        職員給与費 783,115

        賞与等引当金繰入額 50,087

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 46,223

      物件費等 2,101,142

        物件費 1,150,562

        維持補修費 66,405

        減価償却費 884,176

        その他 -

      その他の業務費用 185,125

        支払利息 158,666

        徴収不能引当金繰入額 1,518

        その他 24,941

    移転費用 2,966,022

      補助金等 2,624,537

      社会保障給付 299,800

      その他 15,848

  経常収益 711,580

    使用料及び手数料 503,290

    その他 208,291

純経常行政コスト 5,420,133

  臨時損失 10,388

    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 499

  臨時利益 221,586

    資産売却益 1,756

    その他 219,831

純行政コスト 5,208,935



【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 14,628,605 27,371,550 -12,742,945 -

  純行政コスト（△） -5,208,935 -5,208,935 -

  財源 5,370,471 5,370,471 -

    税収等 4,163,850 4,163,850 -

    国県等補助金 1,206,621 1,206,621 -

  本年度差額 161,537 161,537 -

  固定資産等の変動（内部変動） 116,298 -116,298

    有形固定資産等の増加 1,240,216 -1,240,216

    有形固定資産等の減少 -711,153 711,153

    貸付金・基金等の増加 369,528 -369,528

    貸付金・基金等の減少 -782,293 782,293

  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 - - - -

  その他 -127,212 -127,179 -33

  本年度純資産変動額 39,765 -5,440 45,205 -

本年度末純資産残高 14,668,371 27,366,110 -12,697,740 -

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：全体会計 （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 5,265,271

    業務費用支出 2,299,249

      人件費支出 909,024

      物件費等支出 1,219,121

      支払利息支出 158,666

      その他の支出 12,438

    移転費用支出 2,966,022

      補助金等支出 2,624,537

      社会保障給付支出 299,800

      その他の支出 15,848

  業務収入 5,783,906

    税収等収入 4,108,754

    国県等補助金収入 964,901

    使用料及び手数料収入 502,011

    その他の収入 208,240

  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 518,136

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,316,293

    公共施設等整備費支出 1,207,210

    基金積立金支出 108,833

    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 789,871

    国県等補助金収入 241,720

    基金取崩収入 522,222

    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 -526,422

【財務活動収支】

  財務活動支出 899,442

    地方債等償還支出 891,495

    その他の支出 7,947

  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 52,330

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 1,143,825

財務活動収支 -34,727

本年度資金収支額 -43,013

前年度末資金残高 737,926

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 694,913


