
【様式第1号】

自治体名：遠賀町

会計：連結会計 （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 45,138,810,806   固定負債 15,519,048,452

    有形固定資産 40,925,712,233     地方債等 9,765,380,211

      事業用資産 20,505,667,109     長期未払金 12,211

        土地 12,705,796,493     退職手当引当金 1,001,728,023

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,994,578,432     その他 4,751,928,007

        建物減価償却累計額 -9,119,345,597   流動負債 1,053,553,866

        工作物 7,060,051,829     １年内償還予定地方債等 801,875,062

        工作物減価償却累計額 -5,163,175,167     未払金 58,305,156

        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 96,896,607

        航空機 -     預り金 61,037,783

        航空機減価償却累計額 -     その他 35,439,258

        その他 - 負債合計 16,572,602,318

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 27,761,119   固定資産等形成分 46,516,315,265

      インフラ資産 19,984,167,909   余剰分（不足分） -15,906,653,226

        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 1,374,127,134

      物品減価償却累計額 -938,249,919

    無形固定資産 612,495,572

      ソフトウェア 59,825,728

      その他 552,669,844

    投資その他の資産 3,600,603,001

      投資及び出資金 3,424,000

        有価証券 -

        出資金 3,424,000

        その他 -

      長期延滞債権 155,277,119

      長期貸付金 11,615,560

      基金 3,415,313,427

        減債基金 -

        その他 3,415,313,427

      その他 20,558,098

      徴収不能引当金 -5,585,203

  流動資産 2,043,453,551

    現金預金 528,525,481

    未収金 93,048,073

    短期貸付金 5,141,803

    基金 1,372,362,656

      財政調整基金 928,905,822

      減債基金 443,456,834

    棚卸資産 45,502,044

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,126,506

  繰延資産 - 純資産合計 30,609,662,039

資産合計 47,182,264,357 負債及び純資産合計 47,182,264,357

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：連結会計 （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 13,612,980,969

    業務費用 4,978,832,167

      人件費 1,342,267,773

        職員給与費 1,047,910,218

        賞与等引当金繰入額 94,727,560

        退職手当引当金繰入額 88,193,375

        その他 111,436,620

      物件費等 3,427,126,967

        物件費 2,112,826,228

        維持補修費 103,658,016

        減価償却費 1,200,189,721

        その他 10,453,002

      その他の業務費用 209,437,427

        支払利息 110,014,699

        徴収不能引当金繰入額 2,985,178

        その他 96,437,550

    移転費用 8,634,148,802

      補助金等 7,562,973,033

      社会保障給付 1,036,387,297

      その他 34,788,472

  経常収益 730,409,554

    使用料及び手数料 537,970,701

    その他 192,438,853

純経常行政コスト 12,882,571,415

  臨時損失 12,780,431

    災害復旧事業費 8,937,182

    資産除売却損 6

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,843,243

  臨時利益 6,011,324

    資産売却益 6,011,324

    その他 -

純行政コスト 12,889,340,522



【様式第3号】

自治体名：遠賀町

会計：連結会計 （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 30,900,693,690 46,811,792,625 -15,911,098,935 -

  純行政コスト（△） -12,889,340,522 -12,889,340,522 -

  財源 12,572,306,778 12,572,306,778 -

    税収等 8,330,579,688 8,330,579,688 -

    国県等補助金 4,241,727,090 4,241,727,090 -

  本年度差額 -317,033,744 -317,033,744 -

  固定資産等の変動（内部変動） -289,477,911 289,477,911

    有形固定資産等の増加 1,070,572,656 -1,070,572,656

    有形固定資産等の減少 -1,200,189,727 1,200,189,727

    貸付金・基金等の増加 443,100,188 -443,100,188

    貸付金・基金等の減少 -602,961,028 602,961,028

  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 -6,337,942 -4,177,525 -2,160,417 -

  その他 43,733,178 9,571,219 34,161,959

  本年度純資産変動額 -291,031,651 -295,477,360 4,445,709 -

本年度末純資産残高 30,609,662,039 46,516,315,265 -15,906,653,226 -

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：連結会計 （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 12,384,800,785

    業務費用支出 3,750,651,983

      人件費支出 1,270,987,023

      物件費等支出 2,274,967,029

      支払利息支出 110,014,699

      その他の支出 94,683,232

    移転費用支出 8,634,148,802

      補助金等支出 7,562,973,033

      社会保障給付支出 1,036,387,297

      その他の支出 34,788,472

  業務収入 12,992,932,129

    税収等収入 8,311,456,702

    国県等補助金収入 3,923,972,651

    使用料及び手数料収入 528,479,901

    その他の収入 229,022,875

  臨時支出 12,780,425

    災害復旧事業費支出 8,937,182

    その他の支出 3,843,243

  臨時収入 3,672,815

業務活動収支 599,023,734

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,132,920,510

    公共施設等整備費支出 886,911,189

    基金積立金支出 246,009,321

    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 769,459,802

    国県等補助金収入 323,541,691

    基金取崩収入 394,846,426

    貸付金元金回収収入 10,139,241

    資産売却収入 6,011,324

    その他の収入 34,921,120

投資活動収支 -363,460,708

【財務活動収支】

  財務活動支出 796,808,776

    地方債等償還支出 767,671,405

    その他の支出 29,137,371

  財務活動収入 617,352,819

    地方債等発行収入 617,352,819

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 56,950,329

本年度歳計外現金増減額 2,511,296

本年度末歳計外現金残高 59,461,625

本年度末現金預金残高 528,525,481

財務活動収支 -179,455,957

本年度資金収支額 56,107,069

前年度末資金残高 415,759,139

比例連結割合変更に伴う差額 -2,802,352

本年度末資金残高 469,063,856


