
【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 40,483,166,558   固定負債 6,985,726,970

    有形固定資産 36,648,696,388     地方債等 5,744,568,202

      事業用資産 8,557,465,080     長期未払金 -

        土地 1,654,415,405     退職手当引当金 689,668,444

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

        建物 12,926,053,095     その他 551,490,324

        建物減価償却累計額 -6,847,301,389   流動負債 736,877,674

        工作物 1,315,567,298     １年内償還予定地方債等 530,993,038

        工作物減価償却累計額 -791,537,084     未払金 75,968,481

        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 83,753,352

        航空機 -     預り金 34,490,546

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

        その他 - 負債合計 7,722,604,644

        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 43,501,511,176

      インフラ資産 27,648,672,199   余剰分（不足分） -5,859,448,703

        土地 506,454,717   他団体出資等分 -

        建物 655,301,608

        建物減価償却累計額 -507,871,763

        工作物 45,281,013,477

        工作物減価償却累計額 -18,316,499,320

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 30,273,480

      物品 1,654,643,134

      物品減価償却累計額 -1,212,084,025

    無形固定資産 12,806,619

      ソフトウェア 12,806,619

      その他 -

    投資その他の資産 3,821,663,551

      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 -

      長期延滞債権 20,081,055

      長期貸付金 -

      基金 3,738,323,524

        減債基金 -

        その他 3,738,323,524

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,065,604

  流動資産 4,881,500,559

    現金預金 1,686,154,358

    未収金 168,746,663

    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 8,448,948

    その他 481,000

    徴収不能引当金 -675,028

  繰延資産 - 純資産合計 37,642,062,473

資産合計 45,364,667,117 負債及び純資産合計 45,364,667,117

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：太良町
会計：全体会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
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 8,437,866,597

    業務費用 4,974,065,777

      人件費 1,383,609,504

        職員給与費 1,052,380,329

        賞与等引当金繰入額 83,753,352

        退職手当引当金繰入額 51,028,268

        その他 196,447,555

      物件費等 3,476,702,597

        物件費 2,039,717,253

        維持補修費 66,954,416

        減価償却費 1,370,030,928

        その他 -

      その他の業務費用 113,753,676

        支払利息 60,690,490

        徴収不能引当金繰入額 1,740,632

        その他 51,322,554

    移転費用 3,463,800,820

      補助金等 2,891,492,129

      社会保障給付 467,691,526

      その他 104,617,165

  経常収益 1,385,906,622

    使用料及び手数料 1,125,657,725

    その他 260,248,897

純経常行政コスト 7,051,959,975

  臨時損失 79,429,872

    災害復旧事業費 78,069,964

    資産除売却損 853,948

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 505,960

  臨時利益 38,321,574

    資産売却益 20,688,152

    その他 17,633,422

純行政コスト 7,093,068,273



【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 37,758,475,218 43,798,885,081 -6,040,409,863 -

  純行政コスト（△） -7,093,068,273 -7,093,068,273 -

  財源 6,683,176,718 6,683,176,718 -

    税収等 4,723,022,653 4,723,022,653 -

    国県等補助金 1,960,154,065 1,960,154,065 -

  本年度差額 -409,891,555 -409,891,555 -

  固定資産等の変動（内部変動） -586,669,607 586,669,607

    有形固定資産等の増加 803,542,107 -803,542,107

    有形固定資産等の減少 -1,370,884,876 1,370,884,876

    貸付金・基金等の増加 1,048,729,998 -1,048,729,998

    貸付金・基金等の減少 -1,068,056,836 1,068,056,836

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 307,918,702 307,918,702

  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 -14,439,892 -18,623,000 4,183,108

  本年度純資産変動額 -116,412,745 -297,373,905 180,961,160 -

本年度末純資産残高 37,642,062,473 43,501,511,176 -5,859,448,703 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 7,049,032,858

    業務費用支出 3,585,232,038

      人件費支出 1,378,568,746

      物件費等支出 2,095,132,749

      支払利息支出 60,690,490

      その他の支出 50,840,053

    移転費用支出 3,463,800,820

      補助金等支出 2,891,492,129

      社会保障給付支出 467,691,526

      その他の支出 104,617,165

  業務収入 7,730,086,596

    税収等収入 4,673,535,944

    国県等補助金収入 1,727,723,345

    使用料及び手数料収入 1,130,576,294

    その他の収入 198,251,013

  臨時支出 78,575,924

    災害復旧事業費支出 78,069,964

    その他の支出 505,960

  臨時収入 50,587,162

業務活動収支 653,064,976

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,831,106,226

    公共施設等整備費支出 803,542,107

    基金積立金支出 977,564,119

    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 1,336,436,792

    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 101,796,000

投資活動収支 -494,669,434

【財務活動収支】

  財務活動支出 559,815,829

    地方債等償還支出 543,635,166

    その他の支出 16,180,663

  財務活動収入 515,403,000

    地方債等発行収入 515,403,000

    その他の収入 -

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 1,686,154,358

財務活動収支 -44,412,829

本年度資金収支額 113,982,713

前年度末資金残高 1,541,189,068

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,655,171,781


