
【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 30,140,346,924   固定負債 6,903,051,605

    有形固定資産 27,993,645,712     地方債 6,098,922,076

      事業用資産 16,344,845,312     長期未払金 -

        土地 10,148,013,736     退職手当引当金 785,701,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,762,394,129     その他 18,428,529

        建物減価償却累計額 -7,900,767,902   流動負債 646,925,544

        工作物 4,778,892,438     １年内償還予定地方債 500,634,765

        工作物減価償却累計額 -3,474,290,519     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 72,702,342

        航空機 -     預り金 54,606,272

        航空機減価償却累計額 -     その他 18,982,165

        その他 - 負債合計 7,549,977,149

        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 31,609,930,010

      インフラ資産 11,545,359,613   余剰分（不足分） -7,315,614,987

        土地 3,691,781,352

        建物 76,440,396

        建物減価償却累計額 -52,489,002

        工作物 17,683,113,600

        工作物減価償却累計額 -10,476,761,750

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 623,275,017

      物品 564,650,877

      物品減価償却累計額 -461,210,090

    無形固定資産 75,771,254

      ソフトウェア 75,771,254

      その他 -

    投資その他の資産 2,070,929,958

      投資及び出資金 22,754,000

        有価証券 -

        出資金 22,754,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 70,153,026

      長期貸付金 13,722,025

      基金 1,965,243,248

        減債基金 -

        その他 1,965,243,248

      その他 -

      徴収不能引当金 -942,341

  流動資産 1,703,945,248

    現金預金 209,287,588

    未収金 25,507,955

    短期貸付金 4,500,495

    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 -433,381 純資産合計 24,294,315,023

資産合計 31,844,292,172 負債及び純資産合計 31,844,292,172

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：一般会計 （単位：円）

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

  経常費用 6,390,645,818

    業務費用 3,472,842,727

      人件費 998,792,242

        職員給与費 784,083,959

        賞与等引当金繰入額 72,702,342

        退職手当引当金繰入額 40,611,264

        その他 101,394,677

      物件費等 2,395,575,589

        物件費 1,597,126,455

        維持補修費 36,142,032

        減価償却費 762,307,102

        その他 -

      その他の業務費用 78,474,896

        支払利息 50,621,822

        徴収不能引当金繰入額 1,375,722

        その他 26,477,352

    移転費用 2,917,803,091

      補助金等 1,437,708,773

      社会保障給付 972,363,980

      他会計への繰出金 491,343,438

      その他 16,386,900

  経常収益 177,776,615

    使用料及び手数料 75,222,941

    その他 102,553,674

純経常行政コスト 6,212,869,203

  臨時損失 16,350,950

    災害復旧事業費 13,155,156

    資産除売却損 3,195,794

    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 6,228,988,053

    その他 -

  臨時利益 232,100

    資産売却益 232,100



【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 24,366,512,490 31,597,597,619 -7,231,085,129

  純行政コスト（△） -6,228,988,053 -6,228,988,053

  財源 6,025,996,124 6,025,996,124

    税収等 4,370,118,924 4,370,118,924

    国県等補助金 1,655,877,200 1,655,877,200

  本年度差額 -202,991,929 -202,991,929

  固定資産等の変動（内部変動） -116,124,090 116,124,090

    有形固定資産等の増加 903,245,779 -903,245,779

    有形固定資産等の減少 -765,502,896 765,502,896

    貸付金・基金等の増加 294,717,807 -294,717,807

    貸付金・基金等の減少 -548,584,780 548,584,780

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 128,138,247 128,138,247

  その他 2,656,215 318,234 2,337,981

  本年度純資産変動額 -72,197,467 12,332,391 -84,529,858

本年度末純資産残高 24,294,315,023 31,609,930,010 -7,315,614,987

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：一般会計 （単位：円）

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 5,633,106,372

    業務費用支出 2,715,303,281

      人件費支出 1,005,131,604

      物件費等支出 1,633,268,487

      支払利息支出 50,621,822

      その他の支出 26,281,368

    移転費用支出 2,917,803,091

      補助金等支出 1,437,708,773

      社会保障給付支出 972,363,980

      他会計への繰出支出 491,343,438

      その他の支出 16,386,900

  業務収入 5,895,363,476

    税収等収入 4,374,362,044

    国県等補助金収入 1,344,114,940

    使用料及び手数料収入 75,192,641

    その他の収入 101,693,851

  臨時支出 13,155,156

    災害復旧事業費支出 13,155,156

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 249,101,948

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,113,301,873

    公共施設等整備費支出 890,278,879

    基金積立金支出 222,802,994

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 220,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 785,758,765

    国県等補助金収入 311,762,260

    基金取崩収入 469,264,000

    貸付金元金回収収入 4,500,405

    資産売却収入 232,100

    その他の収入 -

投資活動収支 -327,543,108

【財務活動収支】

  財務活動支出 520,498,772

    地方債償還支出 498,778,835

    その他の支出 21,719,937

  財務活動収入 540,322,000

    地方債発行収入 540,322,000

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 209,287,588

    その他の収入 -

財務活動収支 19,823,228

本年度資金収支額 -58,617,932

前年度末資金残高 213,299,248

本年度末資金残高 154,681,316


