
【様式第1号】

自治体名：太良町

会計：全体会計 （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 39,819,630,256   固定負債 6,542,277,057

    有形固定資産 35,666,591,465     地方債等 5,432,985,585

      事業用資産 8,260,836,744     長期未払金 -

        土地 1,654,412,536     退職手当引当金 597,538,101

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

        建物 12,968,058,483     その他 511,753,371

        建物減価償却累計額 -7,199,305,032   流動負債 750,642,547

        工作物 1,345,446,676     １年内償還予定地方債等 562,926,395

        工作物減価償却累計額 -826,009,274     未払金 58,527,406

        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 86,242,405

        航空機 -     預り金 31,274,084

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

        その他 - 負債合計 7,292,919,604

        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 42,762,924,079

      インフラ資産 26,987,664,816   余剰分（不足分） -5,200,515,556

        土地 509,198,246   他団体出資等分 -

        建物 655,301,608

        建物減価償却累計額 -517,828,617

        工作物 45,458,948,496

        工作物減価償却累計額 -19,186,540,397

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 68,585,480

      物品 1,717,191,603

      物品減価償却累計額 -1,299,101,698

    無形固定資産 7,865,810

      ソフトウェア 7,865,810

      その他 -

    投資その他の資産 4,145,172,981

      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 -

      長期延滞債権 18,309,699

      長期貸付金 -

      基金 4,063,514,340

        減債基金 -

        その他 4,063,514,340

      その他 -

      徴収不能引当金 -976,126

  流動資産 5,035,697,871

    現金預金 1,919,149,966

    未収金 165,227,642

    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 7,818,240

    その他 698,917

    徴収不能引当金 -490,717

  繰延資産 - 純資産合計 37,562,408,523

資産合計 44,855,328,127 負債及び純資産合計 44,855,328,127

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：太良町

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 19,819,647

    その他 37,184,308

純行政コスト 7,039,275,048

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,088,610

  臨時利益 57,003,955

  臨時損失 70,950,509

    災害復旧事業費 65,193,681

    資産除売却損 1,668,218

    使用料及び手数料 1,200,924,172

    その他 261,132,638

純経常行政コスト 7,025,328,494

      社会保障給付 480,168,402

      その他 50,037,500

  経常収益 1,462,056,810

        その他 55,469,962

    移転費用 3,196,774,487

      補助金等 2,666,568,585

      その他の業務費用 109,736,459

        支払利息 52,799,654

        徴収不能引当金繰入額 1,466,843

        維持補修費 165,420,091

        減価償却費 1,384,415,522

        その他 -

        その他 112,508,996

      物件費等 3,818,333,615

        物件費 2,268,498,002

        職員給与費 1,164,087,342

        賞与等引当金繰入額 85,944,405

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 8,487,385,304

    業務費用 5,290,610,817

      人件費 1,362,540,743

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （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 37,642,062,473 43,501,511,176 -5,859,448,703 -

  純行政コスト（△） -7,039,275,048 -7,039,275,048 -

  財源 6,959,570,989 6,959,570,989 -

    税収等 4,925,289,097 4,925,289,097 -

    国県等補助金 2,034,281,892 2,034,281,892 -

  本年度差額 -79,704,059 -79,704,059 -

  固定資産等の変動（内部変動） -734,479,932 734,479,932

    有形固定資産等の増加 406,047,352 -406,047,352

    有形固定資産等の減少 -1,388,985,427 1,388,985,427

    貸付金・基金等の増加 1,318,986,324 -1,318,986,324

    貸付金・基金等の減少 -1,070,528,181 1,070,528,181

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,107,657 -4,107,657

  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 4,157,766 492 4,157,274

  本年度純資産変動額 -79,653,950 -738,587,097 658,933,147 -

本年度末純資産残高 37,562,408,523 42,762,924,079 -5,200,515,556 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 1,919,149,966

財務活動収支 -249,615,517

本年度資金収支額 236,555,398

前年度末資金残高 1,655,171,781

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,891,727,179

    地方債等償還支出 531,412,260

    その他の支出 11,672,257

  財務活動収入 293,469,000

    地方債等発行収入 251,763,000

    その他の収入 41,706,000

    資産売却収入 19,822,516

    その他の収入 10,187,000

投資活動収支 -478,804,896

【財務活動収支】

  財務活動支出 543,084,517

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,219,537,516

    国県等補助金収入 140,057,000

    基金取崩収入 999,471,000

    貸付金元金回収収入 50,000,000

  投資活動支出 1,698,342,412

    公共施設等整備費支出 398,731,391

    基金積立金支出 1,249,611,021

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 50,000,000

    災害復旧事業費支出 65,193,681

    その他の支出 1,189,792

  臨時収入 56,129,000

業務活動収支 964,975,811

【投資活動収支】

    税収等収入 4,863,044,263

    国県等補助金収入 1,826,991,581

    使用料及び手数料収入 1,201,438,333

    その他の収入 196,506,772

  臨時支出 66,383,473

    移転費用支出 3,196,774,487

      補助金等支出 2,666,568,585

      社会保障給付支出 480,168,402

      その他の支出 50,037,500

  業務収入 8,087,980,949

    業務費用支出 3,915,976,178

      人件費支出 1,358,279,596

      物件費等支出 2,450,603,049

      支払利息支出 52,799,654

      その他の支出 54,293,879

連結資金収支計算書
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 7,112,750,665


