
【様式第1号】

自治体名：太良町

会計：連結会計 （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 41,256,197,239   固定負債 7,256,022,245

    有形固定資産 36,738,690,759     地方債等 5,845,959,673

      事業用資産 9,215,584,166     長期未払金 -

        土地 1,731,879,183     退職手当引当金 898,309,201

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

        建物 14,435,647,182     その他 511,753,371

        建物減価償却累計額 -7,848,748,897   流動負債 812,691,015

        工作物 1,466,497,960     １年内償還予定地方債等 615,384,632

        工作物減価償却累計額 -891,903,503     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 95,689,865

        航空機 -     預り金 31,416,855

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

        その他 - 負債合計 8,068,713,260

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 23,704,886   固定資産等形成分 44,294,788,417

      インフラ資産 26,987,664,816   余剰分（不足分） -5,888,736,917

        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 1,922,005,776

      物品減価償却累計額 -1,386,563,999

    無形固定資産 9,903,091

      ソフトウェア 9,903,091

      その他 -

    投資その他の資産 4,507,603,389

      投資及び出資金 28,985,068

        有価証券 50,000

        出資金 28,935,068

        その他 -

      長期延滞債権 23,503,078

      長期貸付金 -

      基金 4,457,290,196

        減債基金 -

        その他 4,457,290,196

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,174,953

  流動資産 5,218,567,521

    現金預金 2,003,135,327

    未収金 169,132,565

    短期貸付金 -

    基金 3,038,591,178

      財政調整基金 1,512,820,719

      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 -808,706

  繰延資産 - 純資産合計 38,406,051,500

資産合計 46,474,764,760 負債及び純資産合計 46,474,764,760

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 19,829,518

    その他 37,184,308

純行政コスト 9,491,979,302

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,088,610

  臨時利益 57,013,826

  臨時損失 72,060,916

    災害復旧事業費 65,193,681

    資産除売却損 2,778,625

    使用料及び手数料 1,208,967,456

    その他 276,019,567

純経常行政コスト 9,476,932,212

      社会保障給付 480,168,402

      その他 57,311,811

  経常収益 1,484,987,023

        その他 109,594,053

    移転費用 5,236,986,086

      補助金等 4,699,505,873

      その他の業務費用 167,111,660

        支払利息 54,533,948

        徴収不能引当金繰入額 2,983,659

        維持補修費 174,423,498

        減価償却費 1,450,563,906

        その他 -

        その他 116,232,017

      物件費等 4,061,488,577

        物件費 2,436,501,173

        職員給与費 1,279,900,208

        賞与等引当金繰入額 95,391,865

        退職手当引当金繰入額 4,808,822

  経常費用 10,961,919,235

    業務費用 5,724,933,149

      人件費 1,496,332,912

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：連結会計 （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 38,487,914,491 45,090,743,860 -6,602,829,369 -

  純行政コスト（△） -9,491,979,302 -9,491,979,302 -

  財源 9,422,565,892 9,422,565,892 -

    税収等 6,175,406,364 6,175,406,364 -

    国県等補助金 3,247,159,528 3,247,159,528 -

  本年度差額 -69,413,410 -69,413,410 -

  固定資産等の変動（内部変動） -765,524,974 765,524,974

    有形固定資産等の増加 428,236,843 -428,236,843

    有形固定資産等の減少 -1,457,449,992 1,457,449,992

    貸付金・基金等の増加 1,390,495,900 -1,390,495,900

    貸付金・基金等の減少 -1,126,807,725 1,126,807,725

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -11,117,170 -11,117,170

  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 -5,876,288 -19,699,902 13,823,614 -

  その他 4,543,877 386,603 4,157,274

  本年度純資産変動額 -81,862,991 -795,955,443 714,092,452 -

本年度末純資産残高 38,406,051,500 44,294,788,417 -5,888,736,917 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 31,219,234

本年度歳計外現金増減額 -3,653,676

本年度末歳計外現金残高 27,565,558

本年度末現金預金残高 2,003,135,327

財務活動収支 -299,900,160

本年度資金収支額 212,553,699

前年度末資金残高 1,764,785,446

比例連結割合変更に伴う差額 -1,769,376

本年度末資金残高 1,975,569,769

    地方債等償還支出 583,789,089

    その他の支出 11,672,257

  財務活動収入 295,561,186

    地方債等発行収入 253,855,186

    その他の収入 41,706,000

    資産売却収入 21,038,161

    その他の収入 10,187,000

投資活動収支 -532,582,665

【財務活動収支】

  財務活動支出 595,461,346

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,249,683,978

    国県等補助金収入 141,514,251

    基金取崩収入 1,026,944,566

    貸付金元金回収収入 50,000,000

  投資活動支出 1,782,266,643

    公共施設等整備費支出 420,920,882

    基金積立金支出 1,311,345,761

    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 1,045,036,524

【投資活動収支】

    税収等収入 6,111,692,692

    国県等補助金収入 3,038,411,966

    使用料及び手数料収入 1,209,481,617

    その他の収入 209,985,105

  臨時支出 66,383,473

    移転費用支出 5,236,986,086

      補助金等支出 4,699,505,873

      社会保障給付支出 480,168,402

      その他の支出 57,311,811

  業務収入 10,569,571,380

    業務費用支出 4,277,294,297

      人件費支出 1,487,182,918

      物件費等支出 2,627,609,628

      支払利息支出 54,533,949

      その他の支出 107,967,802

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 9,514,280,383


