
【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 37,511,840,929   固定負債 5,196,315,279

    有形固定資産 33,816,139,794     地方債 4,359,943,057

      事業用資産 7,346,808,930     長期未払金 -

        土地 1,417,993,313     退職手当引当金 509,549,000

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

        建物 11,007,997,272     その他 326,823,222

        建物減価償却累計額 -5,882,802,553   流動負債 535,699,070

        工作物 1,185,485,648     １年内償還予定地方債 438,812,003

        工作物減価償却累計額 -682,132,505     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 54,232,233

        航空機 -     預り金 30,982,577

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

        その他 - 負債合計 5,732,014,349

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,760,400   固定資産等形成分 40,530,185,547

      インフラ資産 26,326,815,936   余剰分（不足分） -5,583,525,110

        土地 491,155,919

        建物 47,631,084

        建物減価償却累計額 -42,305,814

        工作物 43,008,596,783

        工作物減価償却累計額 -17,208,535,516

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 30,273,480

      物品 716,675,721

      物品減価償却累計額 -574,160,793

    無形固定資産 12,355,611

      ソフトウェア 12,355,611

      その他 -

    投資その他の資産 3,683,345,524

      投資及び出資金 64,324,576

        有価証券 50,000

        出資金 64,274,576

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 6,493,295

      長期貸付金 -

      基金 3,613,001,179

        減債基金 -

        その他 3,613,001,179

      その他 -

      徴収不能引当金 -473,526

  流動資産 3,166,833,857

    現金預金 143,016,678

    未収金 5,814,927

    短期貸付金 -

    基金 3,018,344,618

      財政調整基金 1,493,076,789

      減債基金 1,525,267,829

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -342,366 純資産合計 34,946,660,437

資産合計 40,678,674,786 負債及び純資産合計 40,678,674,786

貸借対照表
（平成31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）

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 6,062,748,849

    業務費用 3,699,270,553

      人件費 820,987,570

        職員給与費 657,787,702

        賞与等引当金繰入額 54,232,233

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 108,967,635

      物件費等 2,831,002,045

        物件費 1,609,495,283

        維持補修費 47,012,533

        減価償却費 1,174,494,229

        その他 -

      その他の業務費用 47,280,938

        支払利息 28,746,902

        徴収不能引当金繰入額 815,892

        その他 17,718,144

    移転費用 2,363,478,296

      補助金等 1,431,435,073

      社会保障給付 467,691,526

      他会計への繰出金 361,945,532

      その他 102,406,165

  経常収益 278,433,296

    使用料及び手数料 69,684,390

    その他 208,748,906

純経常行政コスト 5,784,315,553

  臨時損失 78,075,156

    災害復旧事業費 78,069,964

    資産除売却損 5,192

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 5,841,702,557

    その他 -

  臨時利益 20,688,152

    資産売却益 20,688,152



【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 35,236,380,570 40,820,834,877 -5,584,454,307

  純行政コスト（△） -5,841,702,557 -5,841,702,557

  財源 5,265,970,386 5,265,970,386

    税収等 4,307,201,239 4,307,201,239

    国県等補助金 958,769,147 958,769,147

  本年度差額 -575,732,171 -575,732,171

  固定資産等の変動（内部変動） -576,661,368 576,661,368

    有形固定資産等の増加 618,604,770 -618,604,770

    有形固定資産等の減少 -1,174,499,421 1,174,499,421

    貸付金・基金等の増加 1,031,820,399 -1,031,820,399

    貸付金・基金等の減少 -1,052,587,116 1,052,587,116

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 304,635,038 304,635,038

  その他 -18,623,000 -18,623,000 -

  本年度純資産変動額 -289,720,133 -290,649,330 929,197

本年度末純資産残高 34,946,660,437 40,530,185,547 -5,583,525,110

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：太良町

会計：一般会計等 （単位：円）

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 4,886,023,656

    業務費用支出 2,522,545,360

      人件費支出 819,928,668

      物件費等支出 1,656,507,816

      支払利息支出 28,746,902

      その他の支出 17,361,974

    移転費用支出 2,363,478,296

      補助金等支出 1,431,435,073

      社会保障給付支出 467,691,526

      他会計への繰出支出 361,945,532

      その他の支出 102,406,165

  業務収入 5,262,239,679

    税収等収入 4,306,870,738

    国県等補助金収入 738,367,345

    使用料及び手数料収入 69,387,690

    その他の収入 147,613,906

  臨時支出 78,069,964

    災害復旧事業費支出 78,069,964

    その他の支出 -

  臨時収入 50,587,162

業務活動収支 348,733,221

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,643,446,994

    公共施設等整備費支出 618,604,770

    基金積立金支出 974,842,224

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,234,640,792

    国県等補助金収入 169,814,640

    基金取崩収入 994,138,000

    貸付金元金回収収入 50,000,000

    資産売却収入 20,688,152

    その他の収入 -

投資活動収支 -408,806,202

【財務活動収支】

  財務活動支出 469,072,484

    地方債償還支出 452,891,821

    その他の支出 16,180,663

  財務活動収入 515,403,000

    地方債発行収入 515,403,000

前年度末歳計外現金残高 31,233,115

本年度歳計外現金増減額 -250,538

本年度末歳計外現金残高 30,982,577

本年度末現金預金残高 143,016,678

    その他の収入 -

財務活動収支 46,330,516

本年度資金収支額 -13,742,465

前年度末資金残高 125,776,566

本年度末資金残高 112,034,101


