
【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 27,272,226   固定負債 12,387,572

    有形固定資産 26,155,733     地方債等 10,586,408

      事業用資産 9,232,875     長期未払金 -

        土地 3,108,068     退職手当引当金 816,978

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 350,039     その他 984,185

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 969,876

        建物 11,726,085     １年内償還予定地方債等 767,849

        建物減価償却累計額 -6,487,080     未払金 50,707

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 687,113     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -246,926     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 51,255

        船舶 -     預り金 66,429

        船舶減価償却累計額 -     その他 33,636

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,357,448

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 28,312,156

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -12,389,657

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 205,660

        その他減価償却累計額 -133,423

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 23,339

      インフラ資産 15,677,014

        土地 416,718

        土地減損損失累計額 -

        建物 157,975

        建物減価償却累計額 -27,976

        建物減損損失累計額 -

        工作物 25,210,091

        工作物減価償却累計額 -10,216,520

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 136,725

      物品 2,180,420

      物品減価償却累計額 -934,576

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 112,110

      ソフトウェア 49,695

      その他 62,416

    投資その他の資産 1,004,384

      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 14,707

      長期貸付金 -

      基金 976,525

        減債基金 79,665

        その他 896,860

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,600

  流動資産 2,007,720

    現金預金 944,407

    未収金 12,849

    短期貸付金 -

    基金 1,039,929

      財政調整基金 1,039,929

      減債基金 -

    棚卸資産 10,458

    その他 1,105

    徴収不能引当金 -1,028

  繰延資産 - 純資産合計 15,922,498

資産合計 29,279,946 負債及び純資産合計 29,279,946

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：多賀町
会計：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 7,294,869

    業務費用 3,510,187

      人件費 921,162

        職員給与費 821,468

        賞与等引当金繰入額 49,009

        退職手当引当金繰入額 574

        その他 50,111

      物件費等 2,387,064

        物件費 1,307,163

        維持補修費 102,229

        減価償却費 977,671

        その他 1

      その他の業務費用 201,960

        支払利息 147,529

        徴収不能引当金繰入額 352

        その他 54,080

    移転費用 3,784,682

      補助金等 3,466,628

      社会保障給付 304,307

      その他 13,747

  経常収益 842,534

    使用料及び手数料 527,949

    その他 314,585

純経常行政コスト 6,452,335

  臨時損失 21,085

    災害復旧事業費 19,488

    資産除売却損 930

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 667

  臨時利益 3,868

    資産売却益 3,867

    その他 1

純行政コスト 6,469,552



【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 15,574,127 28,293,549 -12,719,422 -

  純行政コスト（△） -6,469,552 -6,469,552 -

  財源 6,787,382 6,787,382 -

    税収等 4,367,497 4,367,497 -

    国県等補助金 2,419,885 2,419,885 -

  本年度差額 317,830 317,830 -

  固定資産等の変動（内部変動） -39,585 39,585

    有形固定資産等の増加 1,424,267 -1,424,267

    有形固定資産等の減少 -1,016,949 1,016,949

    貸付金・基金等の増加 175,449 -175,449

    貸付金・基金等の減少 -622,353 622,353

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  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 -4,342 -3,498 -844 -

  その他 34,884 61,690 -26,806

  本年度純資産変動額 348,372 18,607 329,765 -

本年度末純資産残高 15,922,498 28,312,156 -12,389,657 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 6,283,356

    業務費用支出 2,498,674

      人件費支出 940,042

      物件費等支出 1,389,529

      支払利息支出 147,529

      その他の支出 21,574

    移転費用支出 3,784,682

      補助金等支出 3,466,628

      社会保障給付支出 304,307

      その他の支出 13,747

  業務収入 7,028,825

    税収等収入 4,321,843

    国県等補助金収入 1,863,546

    使用料及び手数料収入 529,453

    その他の収入 313,983

  臨時支出 20,155

    災害復旧事業費支出 19,488

    その他の支出 667

  臨時収入 1

業務活動収支 725,314

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,523,848

    公共施設等整備費支出 1,382,273

    基金積立金支出 141,461

    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 1,173,596

    国県等補助金収入 556,339

    基金取崩収入 613,276

    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 -350,251

【財務活動収支】

  財務活動支出 752,023

    地方債等償還支出 728,889

    その他の支出 23,133

  財務活動収入 501,456

    地方債等発行収入 501,456

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 448,963

本年度歳計外現金増減額 -382,534

本年度末歳計外現金残高 66,429

本年度末現金預金残高 944,407

財務活動収支 -250,567

本年度資金収支額 124,496

前年度末資金残高 749,567

比例連結割合変更に伴う差額 3,915

本年度末資金残高 877,978


