
兵庫県多可郡多可町

【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成30年 3月31日現在）

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 76,596,662,073 固定負債 33,573,005,364 

有形固定資産 71,045,866,827 地方債等 23,653,515,305 
事業用資産 16,712,321,298 長期未払金 - 

土地 4,363,646,463 退職手当引当金 2,007,488,900 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 26,390,356,873 その他 7,912,001,159 
建物減価償却累計額 △ 15,737,230,123 流動負債 3,544,334,208 
工作物 1,970,688,566 １年内償還予定地方債等 3,177,660,349 
工作物減価償却累計額 △ 1,182,729,257 未払金 124,799,161 
船舶 - 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 - 前受金 135,948 
浮標等 - 前受収益 - 
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 121,930,054 
航空機 - 預り金 112,114,850 
航空機減価償却累計額 - その他 7,693,846 
その他 2,954,335 37,117,339,572 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 904,634,441 固定資産等形成分 57,421,893,772 

インフラ資産 52,349,365,919 余剰分（不足分） △ 12,553,066,731 
土地 2,102,791,983 他団体出資等分 - 
建物 1,939,787,723 
建物減価償却累計額 △ 1,179,739,138 
工作物 121,524,232,582 
工作物減価償却累計額 △ 72,246,767,337 
その他 387,440 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 208,672,666 

物品 13,762,193,331 
物品減価償却累計額 △ 11,778,013,721 

無形固定資産 14,066,944 
ソフトウェア 13,874,544 
その他 192,400 

投資その他の資産 5,536,728,302 
投資及び出資金 549,400,669 

有価証券 41,247,869 
出資金 508,152,800 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 273,299,380 
長期貸付金 7,013,122 
基金 4,360,862,771 

減債基金 - 
その他 4,360,862,771 

その他 353,227,378 
徴収不能引当金 △ 7,075,018 

流動資産 5,389,504,540 
現金預金 1,762,763,751 
未収金 85,124,626 
短期貸付金 4,046,660 
基金 3,539,554,042 

財政調整基金 3,236,370,505 
減債基金 303,183,537 

棚卸資産 7,265,070 
その他 154,200 
徴収不能引当金 △ 9,403,809 

繰延資産 - 44,868,827,041 
81,986,166,613 81,986,166,613 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計



兵庫県多可郡多可町

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：円）

金額

経常費用 19,935,321,911 

業務費用 9,147,795,771 

人件費 2,524,802,343 

職員給与費 2,290,423,733 

賞与等引当金繰入額 113,494,217 

退職手当引当金繰入額 11,012,351 

その他 109,872,042 

物件費等 6,049,633,763 

物件費 2,460,692,699 

維持補修費 285,451,122 

減価償却費 3,299,756,067 

その他 3,733,875 

その他の業務費用 573,359,665 

支払利息 443,656,157 

徴収不能引当金繰入額 6,936,595 

その他 122,766,913 

移転費用 10,787,526,140 

補助金等 9,509,745,810 

社会保障給付 1,230,503,796 

他会計への繰出金 3,506,760 

その他 43,769,774 

経常収益 1,564,165,859 

使用料及び手数料 1,106,614,121 

その他 457,551,738 

純経常行政コスト 18,371,156,052 

臨時損失 46,634,913 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 46,634,913 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 5,221,228 

資産売却益 5,221,228 

その他 - 

純行政コスト 18,412,569,737 

科目



兵庫県多可郡多可町

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：円）

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 45,656,886,869 58,745,804,492 △ 13,088,917,623 0 

純行政コスト（△） △ 18,412,569,737 △ 18,412,569,737 0 

財源 17,997,351,607 17,997,351,607 0 

税収等 13,965,086,120 13,965,086,120 0 

国県等補助金 4,032,265,487 4,032,265,487 0 

本年度差額 △ 415,218,130 △ 415,218,130 0 

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,334,901,146 1,334,901,146 

有形固定資産等の増加 1,510,598,645 △ 1,510,598,645 

有形固定資産等の減少 △ 2,712,403,286 2,712,403,286 

貸付金・基金等の増加 529,779,236 △ 529,779,236 

貸付金・基金等の減少 △ 662,875,741 662,875,741 

資産評価差額 1,496,012 1,496,012 

無償所管換等 9,494,414 9,494,414 

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 △ 926,750 0 △ 926,750 

本年度純資産変動額 △ 405,154,454 △ 1,323,910,720 918,756,266 0 

本年度末純資産残高 45,251,732,415 57,421,893,772 △ 12,170,161,357 0 

科目 合計



兵庫県多可郡多可町

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 16,643,345,313 

業務費用支出 5,842,352,757 
人件費支出 2,196,137,240 
物件費等支出 3,095,466,612 
支払利息支出 374,027,652 
その他の支出 176,721,253 

移転費用支出 10,800,992,556 
補助金等支出 9,523,212,226 
社会保障給付支出 1,230,503,796 
他会計への繰出支出 3,506,760 
その他の支出 43,769,774 

業務収入 18,956,474,271 
税収等収入 13,670,744,564 
国県等補助金収入 3,744,674,537 
使用料及び手数料収入 1,126,397,655 
その他の収入 414,657,515 

臨時支出 1,509,637 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 1,509,637 

臨時収入 97,354,000 
業務活動収支 2,408,973,321 
【投資活動収支】

投資活動支出 2,027,964,491 
公共施設等整備費支出 1,535,156,839 
基金積立金支出 335,709,074 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 147,817,702 
その他の支出 9,280,876 

投資活動収入 448,963,192 
国県等補助金収入 △ 169,221,889 
基金取崩収入 456,263,670 
貸付金元金回収収入 152,803,077 
資産売却収入 7,643,540 
その他の収入 1,474,794 

投資活動収支 △ 1,579,001,299 
【財務活動収支】

財務活動支出 2,852,442,669 
地方債等償還支出 2,845,875,525 
その他の支出 6,567,144 

財務活動収入 2,063,834,903 
地方債等発行収入 1,785,434,903 
その他の収入 278,400,000 

財務活動収支 △ 788,607,766 
本年度資金収支額 41,364,256 
前年度末資金残高 1,609,601,307 
比例連結割合変更に伴う差額 - 
本年度末資金残高 1,650,965,563 

前年度末歳計外現金残高 84,069,572 
本年度歳計外現金増減額 27,728,616 
本年度末歳計外現金残高 111,798,188 
本年度末現金預金残高 1,762,763,751 

科目
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