
【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 16,488,973   固定負債 5,698,389

    有形固定資産 15,477,461     地方債 4,875,530

      事業用資産 8,547,013     長期未払金 -

        土地 3,075,108     退職手当引当金 779,179

        立木竹 52,704     損失補償等引当金 -

        建物 10,920,147     その他 43,681

        建物減価償却累計額 -6,035,860   流動負債 552,362

        工作物 673,008     １年内償還予定地方債 426,159

        工作物減価償却累計額 -233,670     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 42,911

        航空機 -     預り金 66,366

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,926

        その他 205,660 負債合計 6,250,751

        その他減価償却累計額 -133,423 【純資産の部】

        建設仮勘定 23,339   固定資産等形成分 17,453,974

      インフラ資産 6,829,173   余剰分（不足分） -5,882,587

        土地 251,398

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 11,084,352

        工作物減価償却累計額 -4,609,767

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 103,190

      物品 284,182

      物品減価償却累計額 -182,908

    無形固定資産 41,209

      ソフトウェア 41,209

      その他 -

    投資その他の資産 970,303

      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 10,316

      長期貸付金 -

      基金 819,187

        減債基金 79,665

        その他 739,522

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,130

  流動資産 1,333,165

    現金預金 362,968

    未収金 5,835

    短期貸付金 -

    基金 965,001

      財政調整基金 965,001

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -639 純資産合計 11,571,387

資産合計 17,822,138 負債及び純資産合計 17,822,138

貸借対照表
（平成31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30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 4,095,828

    業務費用 2,588,309

      人件費 794,967

        職員給与費 714,604

        賞与等引当金繰入額 42,911

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 37,453

      物件費等 1,737,030

        物件費 1,070,651

        維持補修費 91,768

        減価償却費 574,611

        その他 -

      その他の業務費用 56,311

        支払利息 42,120

        徴収不能引当金繰入額 282

        その他 13,910

    移転費用 1,507,519

      補助金等 783,924

      社会保障給付 303,298

      他会計への繰出金 417,596

      その他 2,702

  経常収益 224,108

    使用料及び手数料 17,551

    その他 206,556

純経常行政コスト 3,871,720

  臨時損失 19,488

    災害復旧事業費 19,488

    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 3,887,341

    その他 -

  臨時利益 3,867

    資産売却益 3,867



【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 11,278,131 17,308,226 -6,030,095

  純行政コスト（△） -3,887,341 -3,887,341

  財源 4,180,583 4,180,583

    税収等 3,176,635 3,176,635

    国県等補助金 1,003,948 1,003,948

  本年度差額 293,242 293,242

  固定資産等の変動（内部変動） 145,734 -145,734

    有形固定資産等の増加 1,205,011 -1,205,011

    有形固定資産等の減少 -574,611 574,611

    貸付金・基金等の増加 133,883 -133,883

    貸付金・基金等の減少 -618,548 618,548

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 14 14 -

  本年度純資産変動額 293,256 145,748 147,508

本年度末純資産残高 11,571,387 17,453,974 -5,882,587

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,540,190

    業務費用支出 2,032,670

      人件費支出 814,222

      物件費等支出 1,162,419

      支払利息支出 42,120

      その他の支出 13,910

    移転費用支出 1,507,519

      補助金等支出 783,924

      社会保障給付支出 303,298

      他会計への繰出支出 417,596

      その他の支出 2,702

  業務収入 3,847,064

    税収等収入 3,175,728

    国県等補助金収入 447,609

    使用料及び手数料収入 17,551

    その他の収入 206,175

  臨時支出 19,488

    災害復旧事業費支出 19,488

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 287,386

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,290,041

    公共施設等整備費支出 1,170,764

    基金積立金支出 119,163

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 114

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,165,536

    国県等補助金収入 556,339

    基金取崩収入 605,216

    貸付金元金回収収入 114

    資産売却収入 3,867

    その他の収入 -

投資活動収支 -124,505

【財務活動収支】

  財務活動支出 416,794

    地方債償還支出 401,344

    その他の支出 15,451

  財務活動収入 355,756

    地方債発行収入 355,756

前年度末歳計外現金残高 448,912

本年度歳計外現金増減額 -382,546

本年度末歳計外現金残高 66,366

本年度末現金預金残高 362,968

    その他の収入 -

財務活動収支 -61,038

本年度資金収支額 101,843

前年度末資金残高 194,759

本年度末資金残高 296,602


