
【様式第1号】

自治体名：遠賀町

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 34,399,630,646   固定負債 7,000,037,727

    有形固定資産 31,061,402,058     地方債 6,056,476,772

      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 103,746,955

        建物減価償却累計額 -8,335,724,336   流動負債 697,959,475

        工作物 6,507,920,313     １年内償還予定地方債 532,220,164

        工作物減価償却累計額 -4,672,390,180     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 74,610,198

        航空機 -     預り金 56,980,161

        航空機減価償却累計額 -     その他 34,148,952

        その他 - 負債合計 7,697,997,202

        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 35,648,982,578

      インフラ資産 11,613,878,381   余剰分（不足分） -7,337,089,779

        土地 3,721,791,400

        建物 76,440,396

        建物減価償却累計額 -53,343,042

        工作物 17,772,103,411

        工作物減価償却累計額 -10,807,271,752

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 904,157,968

      物品 732,711,826

      物品減価償却累計額 -485,180,405

    無形固定資産 56,165,817

      ソフトウェア 56,165,817

      その他 -

    投資その他の資産 3,282,062,771

      投資及び出資金 84,059,000

        有価証券 -

        出資金 84,059,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 81,730,696

      長期貸付金 11,615,560

      基金 3,105,497,108

        減債基金 -

        その他 3,105,497,108

      その他 -

      徴収不能引当金 -839,593

  流動資産 1,610,259,355

    現金預金 331,140,946

    未収金 30,195,364

    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 -428,887 純資産合計 28,311,892,799

資産合計 36,009,890,001 負債及び純資産合計 36,009,890,001

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：一般会計等 （単位：円）

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 6,691,728,524

    業務費用 3,690,413,839

      人件費 1,042,995,332

        職員給与費 794,876,188

        賞与等引当金繰入額 74,610,198

        退職手当引当金繰入額 71,875,739

        その他 101,633,207

      物件費等 2,571,838,771

        物件費 1,634,032,565

        維持補修費 73,230,260

        減価償却費 864,575,946

        その他 -

      その他の業務費用 75,579,736

        支払利息 43,480,061

        徴収不能引当金繰入額 1,268,480

        その他 30,831,195

    移転費用 3,001,314,685

      補助金等 1,663,013,175

      社会保障給付 1,036,387,297

      他会計への繰出金 267,636,714

      その他 34,277,499

  経常収益 317,753,375

    使用料及び手数料 169,555,028

    その他 148,198,347

純経常行政コスト 6,373,975,149

  臨時損失 1,352,157

    災害復旧事業費 1,352,152

    資産除売却損 5

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 6,375,319,206

    その他 -

  臨時利益 8,100

    資産売却益 8,100



【様式第3号】

自治体名：遠賀町

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 28,587,953,958 35,899,710,422 -7,311,756,464

  純行政コスト（△） -6,375,319,206 -6,375,319,206

  財源 6,110,651,190 6,110,651,190

    税収等 4,420,202,401 4,420,202,401

    国県等補助金 1,690,448,789 1,690,448,789

  本年度差額 -264,668,016 -264,668,016

  固定資産等の変動（内部変動） -239,334,701 239,334,701

    有形固定資産等の増加 794,440,612 -794,440,612

    有形固定資産等の減少 -864,575,951 864,575,951

    貸付金・基金等の増加 321,615,804 -321,615,804

    貸付金・基金等の減少 -490,815,166 490,815,166

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -11,393,143 -11,393,143

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -276,061,159 -250,727,844 -25,333,315

本年度末純資産残高 28,311,892,799 35,648,982,578 -7,337,089,779

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：一般会計等 （単位：円）

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 5,771,328,172

    業務費用支出 2,770,013,487

      人件費支出 988,477,606

      物件費等支出 1,707,262,825

      支払利息支出 43,480,061

      その他の支出 30,792,995

    移転費用支出 3,001,314,685

      補助金等支出 1,663,013,175

      社会保障給付支出 1,036,387,297

      他会計への繰出支出 267,636,714

      その他の支出 34,277,499

  業務収入 6,202,724,253

    税収等収入 4,419,036,414

    国県等補助金収入 1,466,907,098

    使用料及び手数料収入 168,347,458

    その他の収入 148,433,283

  臨時支出 1,352,152

    災害復旧事業費支出 1,352,152

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 430,043,929

【投資活動収支】

  投資活動支出 886,484,045

    公共施設等整備費支出 665,879,452

    基金積立金支出 159,299,593

    投資及び出資金支出 61,305,000

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 610,064,776

    国県等補助金収入 223,541,691

    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 -

投資活動収支 -276,419,269

【財務活動収支】

  財務活動支出 529,664,108

    地方債償還支出 501,588,161

    その他の支出 28,075,947

  財務活動収入 489,419,000

    地方債発行収入 489,419,000

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 331,140,946

    その他の収入 -

財務活動収支 -40,245,108

本年度資金収支額 113,379,552

前年度末資金残高 160,781,233

本年度末資金残高 274,160,785


