
【様式第1号】

自治体名：遠賀町

会計：一般会計 （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 31,384,685,070   固定負債 6,999,857,499

    有形固定資産 29,263,320,141     地方債 6,056,296,544

      事業用資産 17,418,458,131     長期未払金 -

        土地 10,283,145,559     退職手当引当金 839,814,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,598,377,100     その他 103,746,955

        建物減価償却累計額 -8,288,784,737   流動負債 696,286,246

        工作物 5,521,558,167     １年内償還予定地方債 532,044,532

        工作物減価償却累計額 -3,723,280,318     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 73,112,601

        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 7,696,143,745

        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 32,633,395,784

      インフラ資産 11,599,618,233   余剰分（不足分） -7,346,905,219

        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 17,756,603,251

        工作物減価償却累計額 -10,806,031,740

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 904,157,968

      物品 729,795,698

      物品減価償却累計額 -484,551,921

    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 2,065,199,112

      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 69,535,669

      長期貸付金 9,001,440

      基金 1,903,442,596

        減債基金 -

        その他 1,903,442,596

      その他 -

      徴収不能引当金 -839,593

  流動資産 1,597,949,240

    現金預金 323,223,315

    未収金 26,444,098

    短期貸付金 4,500,585

    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 25,286,490,565

資産合計 32,982,634,310 負債及び純資産合計 32,982,634,310

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 （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 6,641,473,356

    業務費用 3,640,183,271

      人件費 1,026,835,500

        職員給与費 780,213,953

        賞与等引当金繰入額 73,112,601

        退職手当引当金繰入額 71,875,739

        その他 101,633,207

      物件費等 2,538,145,210

        物件費 1,611,476,711

        維持補修費 70,164,173

        減価償却費 856,504,326

        その他 -

      その他の業務費用 75,202,561

        支払利息 43,444,805

        徴収不能引当金繰入額 1,268,480

        その他 30,489,276

    移転費用 3,001,290,085

      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 34,252,899

  経常収益 209,990,895

    使用料及び手数料 67,790,008

    その他 142,200,887

純経常行政コスト 6,431,482,461

  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 6,432,826,518

    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 （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 24,294,315,023 31,609,930,010 -7,315,614,987

  純行政コスト（△） -6,432,826,518 -6,432,826,518

  財源 6,112,869,349 6,112,869,349

    税収等 4,422,486,560 4,422,486,560

    国県等補助金 1,690,382,789 1,690,382,789

  本年度差額 -319,957,169 -319,957,169

  固定資産等の変動（内部変動） -288,666,937 288,666,937

    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 -856,504,331 856,504,331

    貸付金・基金等の増加 222,831,976 -222,831,976

    貸付金・基金等の減少 -449,435,194 449,435,194

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,312,132,711 1,312,132,711

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 992,175,542 1,023,465,774 -31,290,232

本年度末純資産残高 25,286,490,565 32,633,395,784 -7,346,905,219

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 （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 5,729,139,091

    業務費用支出 2,727,849,006

      人件費支出 972,312,241

      物件費等支出 1,681,640,884

      支払利息支出 43,444,805

      その他の支出 30,451,076

    移転費用支出 3,001,290,085

      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 34,252,899

  業務収入 6,097,585,845

    税収等収入 4,421,320,573

    国県等補助金収入 1,466,841,098

    使用料及び手数料収入 67,926,738

    その他の収入 141,497,436

  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 367,094,602

【投資活動収支】

  投資活動支出 792,292,082

    公共施設等整備費支出 665,879,452

    基金積立金支出 65,107,630

    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 576,051,030

    国県等補助金収入 223,541,691

    基金取崩収入 347,780,744

    貸付金元金回収収入 4,720,495

    資産売却収入 8,100

    その他の収入 -

投資活動収支 -216,241,052

【財務活動収支】

  財務活動支出 528,710,712

    地方債償還支出 500,634,765

    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 323,223,315

    その他の収入 -

財務活動収支 -39,291,712

本年度資金収支額 111,561,838

前年度末資金残高 154,681,316

本年度末資金残高 266,243,154


