
【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 41,994,983,180   固定負債 7,777,931,647

    有形固定資産 37,792,385,013     地方債等 6,221,086,333

      事業用資産 9,582,919,424     長期未払金 -

        土地 1,732,304,862     退職手当引当金 1,005,354,990

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

        建物 14,459,546,566     その他 551,490,324

        建物減価償却累計額 -7,493,039,995   流動負債 800,088,126

        工作物 1,439,189,467     １年内償還予定地方債等 584,465,782

        工作物減価償却累計額 -856,050,123     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 93,254,403

        航空機 -     預り金 34,727,203

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

        その他 - 負債合計 8,578,019,773

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,461,292   固定資産等形成分 45,090,743,860

      インフラ資産 27,648,672,199   余剰分（不足分） -6,602,829,369

        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 1,853,328,441

      物品減価償却累計額 -1,292,535,051

    無形固定資産 13,813,192

      ソフトウェア 13,813,192

      その他 -

    投資その他の資産 4,188,784,975

      投資及び出資金 28,984,576

        有価証券 50,000

        出資金 28,934,576

        その他 -

      長期延滞債権 25,713,890

      長期貸付金 -

      基金 4,136,362,393

        減債基金 -

        その他 4,136,362,393

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,275,884

  流動資産 5,070,951,084

    現金預金 1,796,004,680

    未収金 171,516,985

    短期貸付金 -

    基金 3,095,760,680

      財政調整基金 1,570,492,851

      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 -1,261,209

  繰延資産 - 純資産合計 38,487,914,491

資産合計 47,065,934,264 負債及び純資産合計 47,065,934,264

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：連結会計 （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 10,951,411,039

    業務費用 5,410,493,348

      人件費 1,511,436,385

        職員給与費 1,163,796,808

        賞与等引当金繰入額 93,254,403

        退職手当引当金繰入額 54,802,647

        その他 199,582,527

      物件費等 3,717,882,923

        物件費 2,184,089,939

        維持補修費 102,453,925

        減価償却費 1,431,339,059

        その他 -

      その他の業務費用 181,174,040

        支払利息 62,551,831

        徴収不能引当金繰入額 3,537,093

        その他 115,085,116

    移転費用 5,540,917,691

      補助金等 4,946,963,012

      社会保障給付 467,691,526

      その他 126,263,153

  経常収益 1,412,108,386

    使用料及び手数料 1,132,912,149

    その他 279,196,237

純経常行政コスト 9,539,302,653

  臨時損失 176,195,553

    災害復旧事業費 78,069,964

    資産除売却損 97,619,629

    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 9,677,176,632



【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 38,644,411,906 45,337,036,168 -6,692,624,262 -

  純行政コスト（△） -9,677,176,632 -9,677,176,632 -

  財源 9,170,355,779 9,170,355,779 -

    税収等 5,985,103,142 5,985,103,142 -

    国県等補助金 3,185,252,637 3,185,252,637 -

  本年度差額 -506,820,853 -506,820,853 -

  固定資産等の変動（内部変動） -612,634,859 612,634,859

    有形固定資産等の増加 892,656,276 -892,656,276

    有形固定資産等の減少 -1,528,983,258 1,528,983,258

    貸付金・基金等の増加 1,144,040,754 -1,144,040,754

    貸付金・基金等の減少 -1,120,348,631 1,120,348,631

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 301,431,691 301,431,691

  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 44,708,639 64,910,860 -20,202,221 -

  その他 4,183,108 - 4,183,108

  本年度純資産変動額 -156,497,415 -246,292,308 89,794,893 -

本年度末純資産残高 38,487,914,491 45,090,743,860 -6,602,829,369 -

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：連結会計 （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 9,494,484,342

    業務費用支出 3,953,566,651

      人件費支出 1,501,956,671

      物件費等支出 2,274,980,376

      支払利息支出 62,551,831

      その他の支出 114,077,773

    移転費用支出 5,540,917,691

      補助金等支出 4,946,963,012

      社会保障給付支出 467,691,526

      その他の支出 126,263,153

  業務収入 10,230,990,666

    税収等収入 5,933,741,421

    国県等補助金収入 2,947,421,993

    使用料及び手数料収入 1,137,830,719

    その他の収入 211,996,533

  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 708,517,562

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,967,696,066

    公共施設等整備費支出 892,656,276

    基金積立金支出 1,025,039,790

    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 1,384,564,501

    国県等補助金収入 175,214,566

    基金取崩収入 1,036,865,783

    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 -583,131,565

【財務活動収支】

  財務活動支出 604,436,785

    地方債等償還支出 588,256,122

    その他の支出 16,180,663

  財務活動収入 538,817,764

    地方債等発行収入 538,817,764

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 31,374,588

本年度歳計外現金増減額 -155,354

本年度末歳計外現金残高 31,219,234

本年度末現金預金残高 1,796,004,680

財務活動収支 -65,619,021

本年度資金収支額 59,766,976

前年度末資金残高 1,707,062,135

比例連結割合変更に伴う差額 -2,043,665

本年度末資金残高 1,764,785,446


