
【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 34,499,020,749   固定負債 6,904,203,533

    有形固定資産 31,123,846,483     地方債等 6,099,277,936

      事業用資産 19,387,993,344     長期未払金 -

        土地 11,945,293,944     退職手当引当金 785,701,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,403,074,582     その他 19,224,597

        建物減価償却累計額 -7,973,889,902   流動負債 650,443,494

        工作物 6,501,142,773     １年内償還予定地方債等 501,588,161

        工作物減価償却累計額 -4,518,231,483     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 74,205,472

        航空機 -     預り金 54,606,272

        航空機減価償却累計額 -     その他 20,043,589

        その他 - 負債合計 7,554,647,027

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 30,603,430   固定資産等形成分 35,969,412,584

      インフラ資産 11,619,447,964   余剰分（不足分） -7,245,773,698

        土地 3,745,340,143   他団体出資等分 -

        建物 76,440,396

        建物減価償却累計額 -52,489,002

        工作物 17,704,573,169

        工作物減価償却累計額 -10,477,691,759

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 623,275,017

      物品 599,389,730

      物品減価償却累計額 -482,984,555

    無形固定資産 77,894,102

      ソフトウェア 77,894,102

      その他 -

    投資その他の資産 3,297,280,164

      投資及び出資金 22,754,000

        有価証券 -

        出資金 22,754,000

        その他 -

      長期延滞債権 154,875,825

      長期貸付金 16,977,363

      基金 3,104,724,846

        減債基金 -

        その他 3,104,724,846

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,051,870

  流動資産 1,779,265,164

    現金預金 257,332,422

    未収金 52,481,667

    短期貸付金 5,309,244

    基金 1,465,082,591

      財政調整基金 906,287,862

      減債基金 558,794,729

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -940,760

  繰延資産 - 純資産合計 28,723,638,886

資産合計 36,278,285,913 負債及び純資産合計 36,278,285,913

連結貸借対照表
（平成31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）

    資産売却益 615,847

    その他 -

純行政コスト 8,705,370,450

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 615,847

  臨時損失 25,779,381

    災害復旧事業費 13,155,156

    資産除売却損 12,624,225

    使用料及び手数料 102,089,583

    その他 112,817,125

純経常行政コスト 8,680,206,916

      社会保障給付 972,363,980

      その他 16,719,000

  経常収益 214,906,708

      他会計への繰出金 210,021,000

        その他 96,945,555

    移転費用 5,139,440,489

      補助金等 3,940,336,509

      その他の業務費用 150,628,896

        支払利息 50,690,711

        徴収不能引当金繰入額 2,992,630

        維持補修費 55,560,782

        減価償却費 854,821,007

        その他 -

        その他 101,536,877

      物件費等 2,559,149,285

        物件費 1,648,767,496

        職員給与費 829,541,341

        賞与等引当金繰入額 74,205,472

        退職手当引当金繰入額 40,611,264

  経常費用 8,895,113,624

    業務費用 3,755,673,135

      人件費 1,045,894,954

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【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 29,296,938,133 36,416,177,143 -7,119,239,010 -

  純行政コスト（△） -8,705,370,450 -8,705,370,450 -

  財源 8,339,886,525 8,339,886,525 -

    税収等 5,006,251,712 5,006,251,712 -

    国県等補助金 3,333,634,813 3,333,634,813 -

  本年度差額 -365,483,925 -365,483,925 -

  固定資産等の変動（内部変動） -238,949,237 238,949,237

    有形固定資産等の増加 913,044,716 -913,044,716

    有形固定資産等の減少 -860,820,054 860,820,054

    貸付金・基金等の増加 391,617,593 -391,617,593

    貸付金・基金等の減少 -682,791,492 682,791,492

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -207,815,322 -207,815,322

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -573,299,247 -446,764,559 -126,534,688 -

本年度末純資産残高 28,723,638,886 35,969,412,584 -7,245,773,698 -

連結純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31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）

前年度末歳計外現金残高 54,949,225

本年度歳計外現金増減額 -342,953

本年度末歳計外現金残高 54,606,272

本年度末現金預金残高 257,332,422

      他会計への繰出支出 210,021,000

財務活動収支 17,842,041

本年度資金収支額 -102,644,517

前年度末資金残高 305,370,667

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 202,726,150

    地方債等償還支出 499,698,598

    その他の支出 22,781,361

  財務活動収入 540,322,000

    地方債等発行収入 540,322,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 3,419,100

    その他の収入 -

投資活動収支 -296,117,083

【財務活動収支】

  財務活動支出 522,479,959

    その他の支出 -

  投資活動収入 849,896,604

    国県等補助金収入 311,762,260

    基金取崩収入 528,296,820

    貸付金元金回収収入 6,418,424

  投資活動支出 1,146,013,687

    公共施設等整備費支出 900,077,816

    基金積立金支出 245,715,871

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 220,000

    災害復旧事業費支出 13,155,156

    その他の支出 9,428,431

  臨時収入 6,658,000

業務活動収支 175,630,525

【投資活動収支】

    税収等収入 5,006,345,851

    国県等補助金収入 3,015,214,553

    使用料及び手数料収入 102,166,008

    その他の収入 112,109,092

  臨時支出 22,583,587

    移転費用支出 5,139,440,489

      補助金等支出 3,940,336,509

      社会保障給付支出 972,363,980

      その他の支出 16,719,000

  業務収入 8,235,835,504

    業務費用支出 2,904,838,903

      人件費支出 1,053,380,743

      物件費等支出 1,704,328,278

      支払利息支出 50,690,711

      その他の支出 96,439,171

連結資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,044,279,392


