
【様式第1号】

自治体名：遠賀町

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 43,676,584,095   固定負債 15,072,831,535

    有形固定資産 39,586,542,449     地方債等 9,481,496,970

      事業用資産 19,199,992,256     長期未払金 -

        土地 11,979,758,207     退職手当引当金 839,814,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,692,985,892     その他 4,751,520,565

        建物減価償却累計額 -8,335,724,336   流動負債 962,948,734

        工作物 6,507,920,313     １年内償還予定地方債等 733,064,006

        工作物減価償却累計額 -4,672,390,180     未払金 58,299,089

        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 78,642,398

        航空機 -     預り金 57,998,221

        航空機減価償却累計額 -     その他 34,945,020

        その他 - 負債合計 16,035,780,269

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 27,442,360   固定資産等形成分 44,925,936,027

      インフラ資産 19,984,167,909   余剰分（不足分） -15,551,357,770

        土地 3,785,999,026   他団体出資等分 -

        建物 138,855,267

        建物減価償却累計額 -55,155,994

        工作物 26,248,762,034

        工作物減価償却累計額 -11,038,450,392

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 904,157,968

      物品 905,560,014

      物品減価償却累計額 -503,177,730

    無形固定資産 609,894,006

      ソフトウェア 57,227,241

      その他 552,666,765

    投資その他の資産 3,480,147,640

      投資及び出資金 23,424,000

        有価証券 -

        出資金 23,424,000

        その他 -

      長期延滞債権 149,322,003

      長期貸付金 11,615,560

      基金 3,298,070,105

        減債基金 -

        その他 3,298,070,105

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,284,028

  流動資産 1,733,774,431

    現金預金 395,944,693

    未収金 89,567,025

    短期貸付金 5,141,803

    基金 1,244,210,129

      財政調整基金 800,753,295

      減債基金 443,456,834

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,089,219

  繰延資産 - 純資産合計 29,374,578,257

資産合計 45,410,358,526 負債及び純資産合計 45,410,358,526

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：遠賀町

会計：全体会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 9,274,344,683

    業務費用 4,187,763,714

      人件費 1,079,914,860

        職員給与費 826,799,460

        賞与等引当金繰入額 76,473,351

        退職手当引当金繰入額 71,875,739

        その他 104,766,310

      物件費等 2,932,067,205

        物件費 1,706,185,598

        維持補修費 81,696,325

        減価償却費 1,144,185,282

        その他 -

      その他の業務費用 175,781,649

        支払利息 106,553,952

        徴収不能引当金繰入額 3,597,032

        その他 65,630,665

    移転費用 5,086,580,969

      補助金等 4,015,908,473

      社会保障給付 1,036,387,297

      その他 34,285,199

  経常収益 565,039,131

    使用料及び手数料 403,645,452

    その他 161,393,679

純経常行政コスト 8,709,305,552

  臨時損失 5,195,400

    災害復旧事業費 1,352,152

    資産除売却損 5

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,843,243

  臨時利益 8,100

    資産売却益 8,100

    その他 -

純行政コスト 8,714,492,852



【様式第3号】

自治体名：遠賀町

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 29,679,928,475 45,252,063,141 -15,572,134,666 -

  純行政コスト（△） -8,714,492,852 -8,714,492,852 -

  財源 8,375,104,332 8,375,104,332 -

    税収等 5,064,522,143 5,064,522,143 -

    国県等補助金 3,310,582,189 3,310,582,189 -

  本年度差額 -339,388,520 -339,388,520 -

  固定資産等の変動（内部変動） -314,733,971 314,733,971

    有形固定資産等の増加 1,057,841,048 -1,057,841,048

    有形固定資産等の減少 -1,144,185,287 1,144,185,287

    貸付金・基金等の増加 355,923,382 -355,923,382

    貸付金・基金等の減少 -584,313,114 584,313,114

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -11,393,143 -11,393,143

  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 45,431,445 - 45,431,445

  本年度純資産変動額 -305,350,218 -326,127,114 20,776,896 -

本年度末純資産残高 29,374,578,257 44,925,936,027 -15,551,357,770 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：遠賀町

会計：全体会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,085,978,364

    業務費用支出 2,999,397,395

      人件費支出 1,021,364,934

      物件費等支出 1,807,573,889

      支払利息支出 106,553,952

      その他の支出 63,904,620

    移転費用支出 5,086,580,969

      補助金等支出 4,015,908,473

      社会保障給付支出 1,036,387,297

      その他の支出 34,285,199

  業務収入 8,597,775,309

    税収等収入 5,045,399,157

    国県等補助金収入 2,996,500,565

    使用料及び手数料収入 394,185,131

    その他の収入 161,690,456

  臨時支出 5,195,395

    災害復旧事業費支出 1,352,152

    その他の支出 3,843,243

  臨時収入 -

業務活動収支 506,601,550

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,034,980,348

    公共施設等整備費支出 875,679,112

    基金積立金支出 159,301,236

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 744,985,896

    国県等補助金収入 323,541,691

    基金取崩収入 376,375,744

    貸付金元金回収収入 10,139,241

    資産売却収入 8,100

    その他の収入 34,921,120

投資活動収支 -289,994,452

【財務活動収支】

  財務活動支出 721,582,802

    地方債等償還支出 692,445,431

    その他の支出 29,137,371

  財務活動収入 604,519,000

    地方債等発行収入 604,519,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 54,606,272

本年度歳計外現金増減額 2,373,889

本年度末歳計外現金残高 56,980,161

本年度末現金預金残高 395,944,693

財務活動収支 -117,063,802

本年度資金収支額 99,543,296

前年度末資金残高 239,421,236

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 338,964,532


