
【様式第1号】

自治体名：大山町

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 40,918,284,058   固定負債 9,774,683,785

    有形固定資産 35,576,989,988     地方債 8,857,188,920

      事業用資産 13,238,737,079     長期未払金 -

        土地 3,913,597,849     退職手当引当金 904,282,440

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 23,900,117,580     その他 13,212,425

        建物減価償却累計額 -15,121,263,996   流動負債 2,002,862,869

        工作物 1,630,570,336     １年内償還予定地方債 1,749,047,866

        工作物減価償却累計額 -1,111,456,961     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 120,462,074

        航空機 -     預り金 122,406,419

        航空機減価償却累計額 -     その他 10,946,510

        その他 - 負債合計 11,777,546,654

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 27,172,271   固定資産等形成分 43,452,383,422

      インフラ資産 22,156,557,598   余剰分（不足分） -10,899,627,828

        土地 174,533,396

        建物 275,818,740

        建物減価償却累計額 -193,623,523

        工作物 61,787,834,088

        工作物減価償却累計額 -39,937,973,503

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 49,968,400

      物品 1,216,178,532

      物品減価償却累計額 -1,034,483,221

    無形固定資産 64,176,632

      ソフトウェア 64,176,632

      その他 -

    投資その他の資産 5,277,117,438

      投資及び出資金 1,183,394,852

        有価証券 703,221,570

        出資金 478,173,282

        その他 2,000,000

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 365,376,395

      長期貸付金 3,622,032

      基金 3,729,511,967

        減債基金 -

        その他 3,729,511,967

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,787,808

  流動資産 3,412,018,190

    現金預金 855,309,407

    未収金 23,718,941

    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 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,109,522 純資産合計 32,552,755,594

資産合計 44,330,302,248 負債及び純資産合計 44,330,302,248

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：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 9,928,790,269

    その他 -

  臨時利益 629,673

    資産売却益 629,673

    資産除売却損 27,943,505

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 9,813,433,437

  臨時損失 115,986,505

    災害復旧事業費 88,043,000

  経常収益 300,876,181

    使用料及び手数料 110,832,779

    その他 190,043,402

      社会保障給付 845,913,173

      他会計への繰出金 1,198,729,884

      その他 52,741,967

        その他 43,331,055

    移転費用 4,090,844,755

      補助金等 1,993,459,731

      その他の業務費用 108,797,518

        支払利息 63,006,144

        徴収不能引当金繰入額 2,460,319

        維持補修費 165,320,724

        減価償却費 1,888,243,270

        その他 -

        その他 100,776,845

      物件費等 3,979,788,004

        物件費 1,926,224,010

        職員給与費 1,713,640,422

        賞与等引当金繰入額 120,462,074

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 10,114,309,618

    業務費用 6,023,464,863

      人件費 1,934,879,341

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：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 33,481,176,070 44,833,466,200 -11,352,290,130

  純行政コスト（△） -9,928,790,269 -9,928,790,269

  財源 9,215,898,599 9,215,898,599

    税収等 7,325,208,319 7,325,208,319

    国県等補助金 1,890,690,280 1,890,690,280

  本年度差額 -712,891,670 -712,891,670

  固定資産等の変動（内部変動） -1,171,425,232 1,171,425,232

    有形固定資産等の増加 699,145,366 -699,145,366

    有形固定資産等の減少 -1,911,546,625 1,911,546,625

    貸付金・基金等の増加 291,675,694 -291,675,694

    貸付金・基金等の減少 -250,699,667 250,699,667

  資産評価差額 105,924 105,924

  無償所管換等 -13,465,443 -13,465,443

  その他 -202,169,287 -196,298,027 -5,871,260

  本年度純資産変動額 -928,420,476 -1,381,082,778 452,662,302

本年度末純資産残高 32,552,755,594 43,452,383,422 -10,899,627,828

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：一般会計等 （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 855,309,407

    その他の収入 193,000

財務活動収支 -316,015,762

本年度資金収支額 118,625,437

前年度末資金残高 614,277,551

本年度末資金残高 732,902,988

  財務活動支出 1,318,908,762

    地方債償還支出 1,307,974,290

    その他の支出 10,934,472

  財務活動収入 1,002,893,000

    地方債発行収入 1,002,700,000

    貸付金元金回収収入 8,912,712

    資産売却収入 4,791,523

    その他の収入 5,729,400

投資活動収支 -631,176,305

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 351,544,152

    国県等補助金収入 91,515,000

    基金取崩収入 240,595,517

【投資活動収支】

  投資活動支出 982,720,457

    公共施設等整備費支出 699,145,366

    基金積立金支出 256,027,647

    投資及び出資金支出 27,547,444

  臨時支出 88,043,000

    災害復旧事業費支出 88,043,000

    その他の支出 -

  臨時収入 12,815,820

業務活動収支 1,065,817,504

  業務収入 9,365,890,938

    税収等収入 7,314,167,824

    国県等補助金収入 1,786,166,460

    使用料及び手数料収入 111,233,018

    その他の収入 154,323,636

    移転費用支出 4,090,844,755

      補助金等支出 1,993,459,731

      社会保障給付支出 845,913,173

      他会計への繰出支出 1,198,729,884

      その他の支出 52,741,967

    業務費用支出 4,134,001,499

      人件費支出 1,927,846,183

      物件費等支出 2,100,346,734

      支払利息支出 63,006,144

      その他の支出 42,802,438

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 8,224,846,254


