
【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 26,357,936   固定負債 12,303,016

    有形固定資産 25,399,468     地方債等 10,543,267

      事業用資産 8,604,066     長期未払金 -

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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 52,704     その他 980,570

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 961,693

        建物 11,002,762     １年内償還予定地方債等 763,632

        建物減価償却累計額 -6,061,422     未払金 50,707

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 673,008     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -233,670     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 48,277

        船舶 -     預り金 66,366

        船舶減価償却累計額 -     その他 32,711

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,264,710

        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 27,322,939

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -12,349,285

        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 15,657,169

        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 25,147,440

        工作物減価償却累計額 -10,173,714

        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 1,567,651

      物品減価償却累計額 -429,419

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 63,810

      ソフトウェア 45,167

      その他 18,643

    投資その他の資産 894,659

      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 14,609

      長期貸付金 -

      基金 866,898

        減債基金 79,665

        その他 787,234

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,600

  流動資産 1,880,428

    現金預金 892,185

    未収金 12,705

    短期貸付金 -

    基金 965,003

      財政調整基金 965,003

      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 14,973,654

資産合計 28,238,364 負債及び純資産合計 28,238,364

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：全体会計 （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 6,144,618

    業務費用 3,351,166

      人件費 878,092

        職員給与費 785,479

        賞与等引当金繰入額 46,360

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 46,254

      物件費等 2,271,581

        物件費 1,222,419

        維持補修費 101,350

        減価償却費 947,813

        その他 -

      その他の業務費用 201,493

        支払利息 147,353

        徴収不能引当金繰入額 352

        その他 53,789

    移転費用 2,793,452

      補助金等 2,476,158

      社会保障給付 303,568

      その他 13,726

  経常収益 729,882

    使用料及び手数料 515,543

    その他 214,339

純経常行政コスト 5,414,736

  臨時損失 20,155

    災害復旧事業費 19,488

    資産除売却損 -

    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 5,431,024



【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 14,668,371 27,366,110 -12,697,740 -

  純行政コスト（△） -5,431,024 -5,431,024 -

  財源 5,774,343 5,774,343 -

    税収等 3,842,077 3,842,077 -

    国県等補助金 1,932,266 1,932,266 -

  本年度差額 343,319 343,319 -

  固定資産等の変動（内部変動） -43,135 43,135

    有形固定資産等の増加 1,408,301 -1,408,301

    有形固定資産等の減少 -980,255 980,255

    貸付金・基金等の増加 148,932 -148,932

    貸付金・基金等の減少 -620,113 620,113

  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 - - - -

  その他 -38,036 -36 -38,000

  本年度純資産変動額 305,284 -43,171 348,455 -

本年度末純資産残高 14,973,654 27,322,939 -12,349,285 -

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：全体会計 （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 5,163,756

    業務費用支出 2,370,303

      人件費支出 897,705

      物件費等支出 1,303,905

      支払利息支出 147,353

      その他の支出 21,341

    移転費用支出 2,793,452

      補助金等支出 2,476,158

      社会保障給付支出 303,568

      その他の支出 13,726

  業務収入 5,903,198

    税収等収入 3,796,423

    国県等補助金収入 1,375,927

    使用料及び手数料収入 517,049

    その他の収入 213,799

  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 719,288

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,505,800

    公共施設等整備費支出 1,374,054

    基金積立金支出 131,632

    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 -340,264

【財務活動収支】

  財務活動支出 749,574

    地方債等償還支出 726,524

    その他の支出 23,051

  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 448,912

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 892,185

財務活動収支 -248,118

本年度資金収支額 130,906

前年度末資金残高 694,913

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 825,819


