
【様式第1号】

自治体名：太良町

会計：一般会計等 （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 36,985,286,135   固定負債 4,885,504,069

    有形固定資産 32,977,056,951     地方債 4,125,379,104

      事業用資産 7,126,019,831     長期未払金 -

        土地 1,417,990,444     退職手当引当金 444,974,000

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

        建物 11,049,361,800     その他 315,150,965

        建物減価償却累計額 -6,161,486,653   流動負債 564,585,529

        工作物 1,215,365,026     １年内償還予定地方債 468,907,731

        工作物減価償却累計額 -713,444,141     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 56,582,754

        航空機 -     預り金 27,422,787

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,672,257

        その他 - 負債合計 5,450,089,598

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 19,726,000   固定資産等形成分 39,928,579,958

      インフラ資産 25,691,997,161   余剰分（不足分） -5,255,405,368

        土地 493,899,448

        建物 47,631,084

        建物減価償却累計額 -44,335,569

        工作物 43,156,179,580

        工作物減価償却累計額 -18,029,962,862

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 68,585,480

      物品 755,567,117

      物品減価償却累計額 -596,527,158

    無形固定資産 7,527,554

      ソフトウェア 7,527,554

      その他 -

    投資その他の資産 4,000,701,630

      投資及び出資金 64,325,068

        有価証券 50,000

        出資金 64,275,068

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 7,348,802

      長期貸付金 -

      基金 3,929,555,995

        減債基金 -

        その他 3,929,555,995

      その他 -

      徴収不能引当金 -528,235

  流動資産 3,137,978,053

    現金預金 189,912,512

    未収金 5,045,189

    短期貸付金 -

    基金 2,943,293,823

      財政調整基金 1,417,523,364

      減債基金 1,525,770,459

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -273,471 純資産合計 34,673,174,590

資産合計 40,123,264,188 負債及び純資産合計 40,123,264,188

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：太良町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 7,315,961

純行政コスト 5,830,670,727

    その他 3,525,818

  臨時利益 27,135,608

    資産売却益 19,819,647

    資産除売却損 627,008

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 5,788,459,828

  臨時損失 69,346,507

    災害復旧事業費 65,193,681

  経常収益 278,111,138

    使用料及び手数料 70,961,369

    その他 207,149,769

      社会保障給付 480,168,402

      他会計への繰出金 334,685,327

      その他 47,791,200

        その他 24,396,410

    移転費用 2,070,234,841

      補助金等 1,207,589,912

      その他の業務費用 48,172,007

        支払利息 22,973,891

        徴収不能引当金繰入額 801,706

        維持補修費 148,587,725

        減価償却費 1,179,940,425

        その他 -

        その他 112,444,996

      物件費等 3,123,867,730

        物件費 1,795,339,580

        職員給与費 655,268,638

        賞与等引当金繰入額 56,582,754

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,066,570,966

    業務費用 3,996,336,125

      人件費 824,296,388

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：太良町

会計：一般会計等 （単位：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 34,946,660,437 40,530,185,547 -5,583,525,110

  純行政コスト（△） -5,830,670,727 -5,830,670,727

  財源 5,561,292,045 5,561,292,045

    税収等 4,523,767,464 4,523,767,464

    国県等補助金 1,037,524,581 1,037,524,581

  本年度差額 -269,378,682 -269,378,682

  固定資産等の変動（内部変動） -597,498,424 597,498,424

    有形固定資産等の増加 343,665,877 -343,665,877

    有形固定資産等の減少 -1,183,469,120 1,183,469,120

    貸付金・基金等の増加 1,245,797,349 -1,245,797,349

    貸付金・基金等の減少 -1,003,492,530 1,003,492,530

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,107,657 -4,107,657

  その他 492 492 -

  本年度純資産変動額 -273,485,847 -601,605,589 328,119,742

本年度末純資産残高 34,673,174,590 39,928,579,958 -5,255,405,368

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：太良町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 30,982,577

本年度歳計外現金増減額 -3,559,790

本年度末歳計外現金残高 27,422,787

本年度末現金預金残高 189,912,512

    その他の収入 -

財務活動収支 -216,140,482

本年度資金収支額 50,455,624

前年度末資金残高 112,034,101

本年度末資金残高 162,489,725

  財務活動支出 450,903,482

    地方債償還支出 439,231,225

    その他の支出 11,672,257

  財務活動収入 234,763,000

    地方債発行収入 234,763,000

    貸付金元金回収収入 50,000,000

    資産売却収入 19,822,516

    その他の収入 4,834,000

投資活動収支 -415,708,421

【財務活動収支】

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,158,616,516

    国県等補助金収入 137,489,000

    基金取崩収入 946,471,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,574,324,937

    公共施設等整備費支出 336,349,916

    基金積立金支出 1,187,975,021

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 65,820,681

    災害復旧事業費支出 65,193,681

    その他の支出 627,000

  臨時収入 56,129,000

業務活動収支 682,304,527

  業務収入 5,575,004,233

    税収等収入 4,518,086,688

    国県等補助金収入 843,906,581

    使用料及び手数料収入 70,436,195

    その他の収入 142,574,769

    移転費用支出 2,070,234,841

      補助金等支出 1,207,589,912

      社会保障給付支出 480,168,402

      他会計への繰出支出 334,685,327

      その他の支出 47,791,200

    業務費用支出 2,812,773,184

      人件費支出 821,945,867

      物件費等支出 1,943,927,305

      支払利息支出 22,973,891

      その他の支出 23,926,121

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,883,008,025


