
【様式第1号】

自治体名：太良町
会計：連結会計

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 41,393,939,011   固定負債 7,198,691,215

    有形固定資産 37,742,133,594     地方債等 6,159,713,996

      事業用資産 8,748,702,538     長期未払金 -

        土地 1,696,830,965     退職手当引当金 833,689,538

        立木竹 298,507,355     損失補償等引当金 -

        建物 12,821,440,814     その他 205,287,681

        建物減価償却累計額 -6,763,548,295   流動負債 747,871,305

        工作物 1,200,914,324     １年内償還予定地方債等 555,877,525

        工作物減価償却累計額 -775,194,525     未払金 63,519,376

        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 89,167,104

        航空機 -     預り金 32,255,490

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,051,810

        その他 - 負債合計 7,946,562,520

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 269,751,900   固定資産等形成分 44,519,135,489

      インフラ資産 28,529,774,232   余剰分（不足分） -6,139,264,695

        土地 505,174,998   他団体出資等分 -

        建物 655,301,608

        建物減価償却累計額 -487,489,443

        工作物 44,512,816,564

        工作物減価償却累計額 -16,694,588,584

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 38,559,089

      物品 1,626,148,002

      物品減価償却累計額 -1,162,491,178

    無形固定資産 24,698,400

      ソフトウェア 24,698,400

      その他 -

    投資その他の資産 3,627,107,017

      投資及び出資金 28,984,576

        有価証券 50,000

        出資金 28,934,576

        その他 -

      長期延滞債権 25,669,225

      長期貸付金 -

      基金 3,574,923,436

        減債基金 -

        その他 3,574,923,436

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,470,220

  流動資産 4,932,494,303

    現金預金 1,610,250,137

    未収金 190,092,052

    短期貸付金 -

    基金 3,125,196,478

      財政調整基金 1,502,347,227

      減債基金 1,622,849,251

    棚卸資産 7,839,723

    その他 -

    徴収不能引当金 -884,087

  繰延資産 - 純資産合計 38,379,870,794

資産合計 46,326,433,314 負債及び純資産合計 46,326,433,314

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：太良町
会計：連結会計
行政コスト計算書(PL) （単位：円）

    資産売却益 1,227,277

    その他 1,559,354

純行政コスト 9,512,592,298

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 691,880

  臨時利益 2,786,631

  臨時損失 53,051,495

    災害復旧事業費 47,439,799

    資産除売却損 4,919,816

    使用料及び手数料 1,102,625,409

    その他 126,508,455

純経常行政コスト 9,462,327,434

      社会保障給付 461,116,496

      その他 65,574,780

  経常収益 1,229,133,864

        その他 127,067,521

    移転費用 5,557,605,857

      補助金等 5,030,914,581

      その他の業務費用 207,120,446

        支払利息 76,698,618

        徴収不能引当金繰入額 3,354,307

        維持補修費 61,141,641

        減価償却費 1,336,949,934

        その他 1,761,242

        その他 219,478,355

      物件費等 3,445,204,396

        物件費 2,045,351,579

        職員給与費 1,149,791,396

        賞与等引当金繰入額 89,167,104

        退職手当引当金繰入額 23,093,744

  経常費用 10,691,461,298

    業務費用 5,133,855,441

      人件費 1,481,530,599

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：太良町
会計：連結会計

純資産変動計算書(NW) （単位：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 38,366,695,199 44,820,100,384 -6,453,405,185 -

  純行政コスト（△） -9,512,592,298 -9,512,592,298 -

  財源 9,520,852,665 9,520,852,665 -

    税収等 6,611,995,700 6,611,995,700 -

    国県等補助金 2,908,856,965 2,908,856,965 -

  本年度差額 8,260,367 8,260,367 -

  固定資産等の変動（内部変動） -301,700,455 301,700,455

    有形固定資産等の増加 781,743,759 -781,743,759

    有形固定資産等の減少 -1,345,584,561 1,345,584,561

    貸付金・基金等の増加 1,080,452,740 -1,080,452,740

    貸付金・基金等の減少 -818,312,393 818,312,393

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 182,303 182,303

  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 877,103 875,148 1,955 -

  その他 3,855,822 -321,891 4,177,713

  本年度純資産変動額 13,175,595 -300,964,895 314,140,490 -

本年度末純資産残高 38,379,870,794 44,519,135,489 -6,139,264,695 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

自治体名：太良町
会計：連結会計

資金収支計算書(CF) （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 22,253,275

本年度歳計外現金増減額 6,019,777

本年度末歳計外現金残高 28,273,052

本年度末現金預金残高 1,610,250,137

    地方債等償還支出 523,956,366

    その他の支出 7,051,810

  財務活動収入 490,192,000

    地方債等発行収入 490,192,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -40,816,176

本年度資金収支額 248,533,250

前年度末資金残高 1,333,441,880

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

    業務費用支出 3,848,285,234

      人件費支出 1,527,753,583

    税収等収入 6,564,609,715

    移転費用支出 5,557,605,857

      補助金等支出 5,030,914,581

      社会保障給付支出 461,116,496

      その他の支出 65,574,780

  業務収入 10,536,459,402

比例連結割合変更に伴う差額 1,955

本年度末資金残高 1,581,977,085

投資活動収支 -826,089,692

【財務活動収支】

  財務活動支出 531,008,176

    資産売却収入 4,942,088

    その他の収入 62,745,452

    基金積立金支出 990,068,838

    投資及び出資金支出 696,610

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 996,412,035

    国県等補助金収入 140,472,000

    基金取崩収入 738,252,495

    貸付金元金回収収入 50,000,000

  投資活動支出 1,822,501,727

    公共施設等整備費支出 781,736,279

    使用料及び手数料収入 1,124,288,062

    その他の収入 125,034,157

  臨時支出 48,131,679

    災害復旧事業費支出 47,439,799

    その他の支出 691,880

  臨時収入 33,002,486

業務活動収支 1,115,439,118

【投資活動収支】

    国県等補助金収入 2,722,527,468

      物件費等支出 2,117,412,302

      支払利息支出 76,698,618

      その他の支出 126,420,731

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 9,405,891,091


