
2021/4/16

自治体名：大樹町 年度：平成30年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 64,342,314,441

    有形固定資産 61,015,963,508

      事業用資産 14,261,048,992

        土地 623,014,781

        立木竹 6,421,981,300

        建物 16,404,301,033

        建物減価償却累計額 -9,497,992,380

        工作物 279,658,440

        工作物減価償却累計額 -78,582

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 30,164,400

      インフラ資産 46,333,396,480

        土地 123,046,560

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 142,258,671,625

        工作物減価償却累計額 -96,048,321,705

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,320,193,403

      物品減価償却累計額 -898,675,367

    無形固定資産 21,965,502

      ソフトウェア 21,965,502

      その他 -

    投資その他の資産 3,304,385,431

      投資及び出資金 73,987,000

        有価証券 1,610,000

        出資金 72,377,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 13,463,758

      長期貸付金 77,802,900

      基金 3,139,365,773

        減債基金 300,220,421

        その他 2,839,145,352

      その他 -

      徴収不能引当金 -234,000

  流動資産 2,000,149,005

    現金預金 311,692,871

    未収金 14,186,437

    短期貸付金 -

    基金 1,604,495,697

      財政調整基金 1,604,495,697

      減債基金 -

    棚卸資産 69,845,000

    その他 -

    徴収不能引当金 -71,000

資産合計 66,342,463,446

報告書（財務諸表）

金額
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2021/4/16

自治体名：大樹町 年度：平成30年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 7,336,682,759

    地方債 6,292,734,759

    長期未払金 -

    退職手当引当金 1,013,928,000

    損失補償等引当金 -

    その他 30,020,000

  流動負債 825,662,928

    １年内償還予定地方債 750,764,187

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 54,687,000

    預り金 15,037,741

    その他 5,174,000

負債合計 8,162,345,687

【純資産の部】

  固定資産等形成分 65,946,810,138

  余剰分（不足分） -7,766,692,379

純資産合計 58,180,117,759

負債及び純資産合計 66,342,463,446
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Administrator
取り消し線



2021/4/16

自治体名：大樹町 年度：平成30年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 8,495,329,149

    業務費用 6,081,025,232

      人件費 1,325,255,934

        職員給与費 770,344,658

        賞与等引当金繰入額 54,687,000

        退職手当引当金繰入額 248,256,000

        その他 251,968,276

      物件費等 4,684,674,716

        物件費 983,249,864

        維持補修費 263,216,532

        減価償却費 3,435,275,596

        その他 2,932,724

      その他の業務費用 71,094,582

        支払利息 44,914,154

        徴収不能引当金繰入額 68,000

        その他 26,112,428

    移転費用 2,414,303,917

      補助金等 1,436,705,964

      社会保障給付 455,815,375

      他会計への繰出金 512,447,378

      その他 9,335,200

  経常収益 288,819,904

    使用料及び手数料 224,822,678

    その他 63,997,226

純経常行政コスト 8,206,509,245

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    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 32,978,987

    資産売却益 32,978,987

    その他 -

純行政コスト 8,173,530,258

報告書（財務諸表）

金額
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Administrator
取り消し線



2021/4/16

自治体名：大樹町 年度：平成30年度

会計：一般会計等   

純資産変動計算書(NW) （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 60,985,783,697 68,761,507,559 -7,775,723,862

  純行政コスト（△） -8,173,530,258 -8,173,530,258

  財源 5,367,864,320 5,367,864,320

    税収等 4,484,684,944 4,484,684,944

    国県等補助金 883,179,376 883,179,376

  本年度差額 -2,805,665,938 -2,805,665,938

  固定資産等の変動（内部変動） -2,814,697,421 2,814,697,421

    有形固定資産等の増加 602,484,384 -602,484,384

    有形固定資産等の減少 -3,435,275,596 3,435,275,596

    貸付金・基金等の増加 467,835,891 -467,835,891

    貸付金・基金等の減少 -449,742,100 449,742,100

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -2,805,665,938 -2,814,697,421 9,031,483

本年度末純資産残高 58,180,117,759 65,946,810,138 -7,766,692,379

報告書（財務諸表）
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Administrator
取り消し線



2021/4/16

自治体名：大樹町 年度：平成30年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 4,816,379,553

    業務費用支出 2,402,075,636

      人件費支出 1,081,649,934

      物件費等支出 1,249,399,120

      支払利息支出 44,914,154

      その他の支出 26,112,428

    移転費用支出 2,414,303,917

      補助金等支出 1,436,705,964

      社会保障給付支出 455,815,375

      他会計への繰出支出 512,447,378

      その他の支出 9,335,200

  業務収入 5,646,599,502

    税収等収入 4,479,698,286

    国県等補助金収入 883,179,376

    使用料及び手数料収入 226,028,311

    その他の収入 57,693,529

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 830,219,949

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,062,363,769

    公共施設等整備費支出 602,484,384

    基金積立金支出 351,809,385

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 108,070,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 482,721,087

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 333,494,000

    貸付金元金回収収入 116,248,100

    資産売却収入 32,978,987

    その他の収入 -

投資活動収支 -579,642,682

【財務活動収支】

  財務活動支出 718,843,788

    地方債償還支出 713,669,788

    その他の支出 5,174,000

  財務活動収入 514,465,000

    地方債発行収入 514,465,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -204,378,788

本年度資金収支額 46,198,479

前年度末資金残高 250,456,651

本年度末資金残高 296,655,130

前年度末歳計外現金残高 15,037,741

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 15,037,741

本年度末現金預金残高 311,692,871

報告書（財務諸表）

金額
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Administrator
取り消し線



2021/4/16

自治体名：大樹町 年度：平成30年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 74,649,542,648

    有形固定資産 71,222,560,908

      事業用資産 16,798,260,108

        土地 635,479,355

        立木竹 6,421,981,300

        建物 20,309,344,523

        建物減価償却累計額 -10,922,109,768

        工作物 341,387,440

        工作物減価償却累計額 -17,987,142

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 30,164,400

      インフラ資産 53,055,144,240

        土地 142,099,967

        建物 959,288,607

        建物減価償却累計額 -327,519,402

        工作物 155,807,634,326

        工作物減価償却累計額 -103,645,663,475

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 119,304,217

      物品 4,463,266,655

      物品減価償却累計額 -3,094,110,095

    無形固定資産 28,626,525

      ソフトウェア 28,626,525

      その他 -

    投資その他の資産 3,398,355,215

      投資及び出資金 73,987,000

        有価証券 1,610,000

        出資金 72,377,000

        その他 -

      長期延滞債権 28,215,199

      長期貸付金 83,462,900

      基金 3,212,924,116

        減債基金 300,220,421

        その他 2,912,703,695

      その他 -

      徴収不能引当金 -234,000

  流動資産 3,425,456,340

    現金預金 1,552,099,262

    未収金 190,125,289

    短期貸付金 -

    基金 1,604,495,697

      財政調整基金 1,604,495,697

      減債基金 -

    棚卸資産 78,807,092

    その他 -

    徴収不能引当金 -71,000

  繰延資産 -

資産合計 78,074,998,988

報告書（連結財務諸表）

金額
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Administrator
取り消し線



2021/4/16

自治体名：大樹町 年度：平成30年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 13,194,807,940

    地方債等 9,045,773,314

    長期未払金 -

    退職手当引当金 1,220,877,466

    損失補償等引当金 -

    その他 2,928,157,160

  流動負債 1,204,200,242

    １年内償還予定地方債等 983,005,787

    未払金 85,912,225

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 115,070,489

    預り金 15,037,741

    その他 5,174,000

負債合計 14,399,008,182

【純資産の部】

  固定資産等形成分 76,254,038,345

  余剰分（不足分） -12,578,047,539

  他団体出資等分 -

純資産合計 63,675,990,806

負債及び純資産合計 78,074,998,988
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Administrator
取り消し線



2021/4/16

自治体名：大樹町 年度：平成30年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 11,540,419,363

    業務費用 8,381,243,237

      人件費 2,370,247,875

        職員給与費 1,314,882,738

        賞与等引当金繰入額 107,552,695

        退職手当引当金繰入額 265,986,330

        その他 681,826,112

      物件費等 5,839,171,780

        物件費 1,513,843,807

        維持補修費 295,508,417

        減価償却費 4,025,615,582

        その他 4,203,974

      その他の業務費用 171,823,582

        支払利息 95,019,560

        徴収不能引当金繰入額 68,000

        その他 76,736,022

    移転費用 3,159,176,126

      補助金等 2,691,869,651

      社会保障給付 455,877,675

      その他 11,428,800

  経常収益 1,358,759,595

    使用料及び手数料 1,239,036,244

    その他 119,723,351

純経常行政コスト 10,181,659,768

  臨時損失 30,624,843

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 30,624,843

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 32,978,987

    資産売却益 32,978,987

    その他 -

純行政コスト 10,179,305,624

報告書（連結財務諸表）

金額

1/1

Administrator
取り消し線



2021/4/16

自治体名：大樹町 年度：平成30年度

会計：全体会計   

純資産変動計算書(NW) （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 66,585,364,379 79,212,393,329 -12,627,028,950 -

  純行政コスト（△） -10,179,305,624 -10,179,305,624 -

  財源 7,267,697,611 7,267,697,611 -

    税収等 5,664,780,322 5,664,780,322 -

    国県等補助金 1,602,917,289 1,602,917,289 -

  本年度差額 -2,911,608,013 -2,911,608,013 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,960,589,424 2,960,589,424

    有形固定資産等の増加 1,050,052,112 -1,050,052,112

    有形固定資産等の減少 -4,056,330,705 4,056,330,705

    貸付金・基金等の増加 495,431,269 -495,431,269

    貸付金・基金等の減少 -449,742,100 449,742,100

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 2,234,440 2,234,440 -

  本年度純資産変動額 -2,909,373,573 -2,958,354,984 48,981,411 -

本年度末純資産残高 63,675,990,806 76,254,038,345 -12,578,047,539 -

報告書（連結財務諸表）

1/1

Administrator
取り消し線



2021/4/16

自治体名：大樹町 年度：平成30年度

会計：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 7,248,996,677

    業務費用支出 4,089,820,551

      人件費支出 2,106,898,338

      物件費等支出 1,811,195,891

      支払利息支出 95,019,560

      その他の支出 76,706,762

    移転費用支出 3,159,176,126

      補助金等支出 2,691,869,651

      社会保障給付支出 455,877,675

      その他の支出 11,428,800

  業務収入 8,435,803,538

    税収等収入 5,503,072,622

    国県等補助金収入 1,602,917,289

    使用料及び手数料収入 1,216,393,973

    その他の収入 113,419,654

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,186,806,861

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,535,697,559

    公共施設等整備費支出 1,062,974,237

    基金積立金支出 364,653,322

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 108,070,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 621,553,560

    国県等補助金収入 8,480,000

    基金取崩収入 333,494,000

    貸付金元金回収収入 116,248,100

    資産売却収入 32,978,987

    その他の収入 130,352,473

投資活動収支 -914,143,999

【財務活動収支】

  財務活動支出 936,027,600

    地方債等償還支出 930,853,600

    その他の支出 5,174,000

  財務活動収入 591,265,000

    地方債等発行収入 591,265,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -344,762,600

本年度資金収支額 -72,099,738

前年度末資金残高 1,609,161,259

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,537,061,521

前年度末歳計外現金残高 15,037,741

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 15,037,741

本年度末現金預金残高 1,552,099,262

報告書（連結財務諸表）

金額

1/1

Administrator
取り消し線




