
【様式第1号】

自治体名：大山町

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 55,014,831,015   固定負債 17,483,656,870

    有形固定資産 49,646,910,080     地方債等 14,982,456,501

      事業用資産 13,832,112,860     長期未払金 -

        土地 3,914,795,711     退職手当引当金 997,288,657

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,974,165,010     その他 1,503,911,712

        建物減価償却累計額 -15,617,823,392   流動負債 2,652,858,763

        工作物 3,148,992,394     １年内償還予定地方債等 2,361,884,965

        工作物減価償却累計額 -2,621,449,134     未払金 19,670,558

        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 136,533,511

        航空機 -     預り金 122,406,419

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,363,310

        その他 - 負債合計 20,136,515,633

        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 57,548,930,379

      インフラ資産 35,459,516,426   余剰分（不足分） -18,749,488,632

        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 1,897,664,645

      物品減価償却累計額 -1,542,383,851

    無形固定資産 65,769,492

      ソフトウェア 64,707,992

      その他 1,061,500

    投資その他の資産 5,302,151,443

      投資及び出資金 801,682,570

        有価証券 703,221,570

        出資金 96,461,000

        その他 2,000,000

      長期延滞債権 440,029,567

      長期貸付金 3,622,032

      基金 4,067,944,273

        減債基金 -

        その他 4,067,944,273

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,126,999

  流動資産 3,921,126,365

    現金預金 1,285,236,193

    未収金 63,548,097

    短期貸付金 3,700,217

    基金 2,530,399,147

      財政調整基金 1,846,424,240

      減債基金 683,974,907

    棚卸資産 42,138,470

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,895,759

  繰延資産 - 純資産合計 38,799,441,747

資産合計 58,935,957,380 負債及び純資産合計 58,935,957,380

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 629,673

    その他 282,612

純行政コスト 13,974,543,589

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 867,599

  臨時利益 912,285

  臨時損失 116,931,493

    災害復旧事業費 88,043,000

    資産除売却損 28,020,894

    使用料及び手数料 572,046,299

    その他 556,195,005

純経常行政コスト 13,858,524,381

      社会保障給付 849,443,773

      その他 86,372,867

  経常収益 1,128,241,304

        その他 181,601,361

    移転費用 7,359,516,776

      補助金等 6,423,700,136

      その他の業務費用 391,852,739

        支払利息 206,259,269

        徴収不能引当金繰入額 3,992,109

        維持補修費 192,867,254

        減価償却費 2,441,143,824

        その他 -

        その他 100,862,045

      物件費等 5,049,354,233

        物件費 2,415,343,155

        職員給与費 1,940,088,921

        賞与等引当金繰入額 136,060,217

        退職手当引当金繰入額 9,030,754

  経常費用 14,986,765,685

    業務費用 7,627,248,909

      人件費 2,186,041,937

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：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 39,416,317,113 59,019,463,423 -19,603,146,310 -

  純行政コスト（△） -13,974,543,589 -13,974,543,589 -

  財源 13,574,918,937 13,574,918,937 -

    税収等 8,987,264,916 8,987,264,916 -

    国県等補助金 4,587,654,021 4,587,654,021 -

  本年度差額 -399,624,652 -399,624,652 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,243,945,498 1,243,945,498

    有形固定資産等の増加 1,022,931,670 -1,022,931,670

    有形固定資産等の減少 -2,464,524,568 2,464,524,568

    貸付金・基金等の増加 449,705,311 -449,705,311

    貸付金・基金等の減少 -252,057,911 252,057,911

  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 - - - -

  その他 -196,298,027 -205,634,859 9,336,832

  本年度純資産変動額 -616,875,366 -1,470,533,044 853,657,678 -

本年度末純資産残高 38,799,441,747 57,548,930,379 -18,749,488,632 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 122,864,628

本年度歳計外現金増減額 -458,209

本年度末歳計外現金残高 122,406,419

本年度末現金預金残高 1,285,236,193

財務活動収支 -751,631,816

本年度資金収支額 44,982,998

前年度末資金残高 1,117,846,776

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,162,829,774

    地方債等償還支出 1,911,492,144

    その他の支出 10,934,472

  財務活動収入 1,170,794,800

    地方債等発行収入 1,155,100,000

    その他の収入 15,694,800

    資産売却収入 4,791,523

    その他の収入 5,729,400

投資活動収支 -944,974,748

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,922,426,616

    その他の支出 -

  投資活動収入 506,789,739

    国県等補助金収入 245,625,000

    基金取崩収入 241,731,104

    貸付金元金回収収入 8,912,712

  投資活動支出 1,451,764,487

    公共施設等整備費支出 1,016,855,670

    基金積立金支出 434,908,817

    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 1,741,589,562

【投資活動収支】

    税収等収入 8,921,196,083

    国県等補助金収入 4,300,894,210

    使用料及び手数料収入 571,445,548

    その他の収入 515,372,247

  臨時支出 88,910,599

    移転費用支出 7,355,937,776

      補助金等支出 6,423,700,136

      社会保障給付支出 849,443,773

      その他の支出 82,793,867

  業務収入 14,308,908,088

    業務費用支出 5,135,568,583

      人件費支出 2,168,769,505

      物件費等支出 2,615,131,713

      支払利息支出 206,259,269

      その他の支出 145,408,096

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 12,491,506,359


