
【様式第1号】

自治体名：大山町

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 55,930,601,836   固定負債 18,001,582,712

    有形固定資産 50,252,397,034     地方債等 15,185,438,614

      事業用資産 14,377,807,859     長期未払金 -

        土地 4,019,160,687     退職手当引当金 1,312,232,386

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,826,210,011     その他 1,503,911,712

        建物減価償却累計額 -16,089,022,810   流動負債 2,774,566,140

        工作物 3,770,769,628     １年内償還予定地方債等 2,414,351,409

        工作物減価償却累計額 -3,182,741,928     未払金 64,299,627

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 11,234

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 152,467,369

        航空機 -     預り金 124,846,591

        航空機減価償却累計額 -     その他 18,589,910

        その他 - 負債合計 20,776,148,852

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 33,432,271   固定資産等形成分 58,466,838,149

      インフラ資産 35,459,516,426   余剰分（不足分） -19,207,730,842

        土地 262,023,948   他団体出資等分 -

        建物 1,079,601,689

        建物減価償却累計額 -658,321,958

        工作物 85,068,973,147

        工作物減価償却累計額 -50,375,938,800

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 83,178,400

      物品 2,162,736,693

      物品減価償却累計額 -1,747,663,944

    無形固定資産 65,831,619

      ソフトウェア 64,770,119

      その他 1,061,500

    投資その他の資産 5,612,373,183

      投資及び出資金 790,682,570

        有価証券 703,221,570

        出資金 85,461,000

        その他 2,000,000

      長期延滞債権 440,111,046

      長期貸付金 3,622,032

      基金 4,389,061,754

        減債基金 -

        その他 4,389,061,754

      その他 22,780

      徴収不能引当金 -11,126,999

  流動資産 4,104,654,323

    現金預金 1,416,842,502

    未収金 75,407,311

    短期貸付金 3,700,217

    基金 2,532,536,096

      財政調整基金 1,848,561,189

      減債基金 683,974,907

    棚卸資産 51,564,680

    その他 28,499,276

    徴収不能引当金 -3,895,759

  繰延資産 - 純資産合計 39,259,107,307

資産合計 60,035,256,159 負債及び純資産合計 60,035,256,159

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：大山町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 725,474

    その他 282,612

純行政コスト 16,373,853,060

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 867,599

  臨時利益 1,008,086

  臨時損失 116,931,494

    災害復旧事業費 88,043,000

    資産除売却損 28,020,895

    使用料及び手数料 576,246,219

    その他 944,995,340

純経常行政コスト 16,257,929,652

      社会保障給付 849,443,773

      その他 97,504,841

  経常収益 1,521,241,559

        その他 269,755,316

    移転費用 9,246,240,532

      補助金等 8,299,291,918

      その他の業務費用 481,167,103

        支払利息 207,419,678

        徴収不能引当金繰入額 3,992,109

        維持補修費 210,932,045

        減価償却費 2,492,979,545

        その他 -

        その他 106,564,562

      物件費等 5,490,789,214

        物件費 2,786,877,624

        職員給与費 2,256,533,625

        賞与等引当金繰入額 151,994,075

        退職手当引当金繰入額 45,882,100

  経常費用 17,779,171,211

    業務費用 8,532,930,679

      人件費 2,560,974,362

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



【様式第3号】

自治体名：大山町

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 39,900,680,124 60,039,166,135 -20,138,486,011 -

  純行政コスト（△） -16,373,853,060 -16,373,853,060 -

  財源 15,963,774,936 15,963,774,936 -

    税収等 10,141,022,012 10,141,022,012 -

    国県等補助金 5,822,752,924 5,822,752,924 -

  本年度差額 -410,078,124 -410,078,124 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,260,593,663 1,260,593,663

    有形固定資産等の増加 1,024,617,117 -1,024,617,117

    有形固定資産等の減少 -2,466,170,936 2,466,170,936

    貸付金・基金等の増加 458,101,868 -458,101,868

    貸付金・基金等の減少 -277,141,712 277,141,712

  資産評価差額 105,924 105,924

  無償所管換等 -21,058,611 -21,058,611

  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 -14,220,279 -64,974,245 50,753,966 -

  その他 -196,321,727 -225,807,391 29,485,664

  本年度純資産変動額 -641,572,817 -1,572,327,986 930,755,169 -

本年度末純資産残高 39,259,107,307 58,466,838,149 -19,207,730,842 -

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：大山町

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 124,043,738

本年度歳計外現金増減額 -521,737

本年度末歳計外現金残高 123,522,001

本年度末現金預金残高 1,416,842,502

財務活動収支 -795,501,377

本年度資金収支額 29,685,044

前年度末資金残高 1,264,831,258

比例連結割合変更に伴う差額 -1,195,801

本年度末資金残高 1,293,320,501

    地方債等償還支出 1,965,409,030

    その他の支出 13,967,147

  財務活動収入 1,183,874,800

    地方債等発行収入 1,168,180,000

    その他の収入 15,694,800

    資産売却収入 4,887,327

    その他の収入 12,726,531

投資活動収支 -940,706,405

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,979,376,177

    その他の支出 -

  投資活動収入 583,423,678

    国県等補助金収入 246,983,751

    基金取崩収入 309,913,357

    貸付金元金回収収入 8,912,712

  投資活動支出 1,524,130,083

    公共施設等整備費支出 1,039,977,000

    基金積立金支出 484,153,083

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 88,043,000

    その他の支出 867,599

  臨時収入 13,098,432

業務活動収支 1,765,892,826

【投資活動収支】

    税収等収入 10,067,956,048

    国県等補助金収入 5,534,634,363

    使用料及び手数料収入 575,645,468

    その他の収入 904,514,866

  臨時支出 88,910,599

    移転費用支出 9,241,010,433

      補助金等支出 8,299,291,918

      社会保障給付支出 849,443,773

      その他の支出 92,274,742

  業務収入 17,082,750,745

    業務費用支出 6,000,035,319

      人件費支出 2,549,835,456

      物件費等支出 3,009,218,134

      支払利息支出 207,419,678

      その他の支出 233,562,051

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 15,241,045,752


