
【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 35,938,168,309   固定負債 7,393,009,836

    有形固定資産 32,509,631,669     地方債等 6,438,043,802

      事業用資産 20,737,127,480     長期未払金 8,591

        土地 12,674,478,723     退職手当引当金 934,818,724

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,724,958,741     その他 20,138,719

        建物減価償却累計額 -8,745,873,620   流動負債 765,422,410

        工作物 7,062,439,465     １年内償還予定地方債等 568,671,332

        工作物減価償却累計額 -5,009,505,247     未払金 26,189,026

        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 92,317,180

        航空機 -     預り金 57,553,453

        航空機減価償却累計額 -     その他 20,691,419

        その他 - 負債合計 8,158,432,246

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 30,629,418   固定資産等形成分 37,529,142,068

      インフラ資産 11,619,447,964   余剰分（不足分） -7,584,737,967

        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 1,070,961,324

      物品減価償却累計額 -917,905,099

    無形固定資産 80,763,787

      ソフトウェア 80,760,666

      その他 3,121

    投資その他の資産 3,347,772,853

      投資及び出資金 2,754,000

        有価証券 -

        出資金 2,754,000

        その他 -

      長期延滞債権 161,252,222

      長期貸付金 16,977,363

      基金 3,152,263,188

        減債基金 -

        その他 3,152,263,188

      その他 20,603,125

      徴収不能引当金 -6,077,045

  流動資産 2,164,668,038

    現金預金 436,014,382

    未収金 82,994,242

    短期貸付金 5,309,244

    基金 1,585,664,515

      財政調整基金 1,026,869,786

      減債基金 558,794,729

    棚卸資産 55,671,764

    その他 -

    徴収不能引当金 -986,109

  繰延資産 - 純資産合計 29,944,404,101

資産合計 38,102,836,347 負債及び純資産合計 38,102,836,347

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 8,319,184

    その他 -

純行政コスト 12,855,135,210

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 8,319,184

  臨時損失 28,259,356

    災害復旧事業費 15,635,131

    資産除売却損 12,624,225

    使用料及び手数料 233,555,429

    その他 153,936,609

純経常行政コスト 12,835,195,038

      社会保障給付 972,363,980

      その他 17,468,887

  経常収益 387,492,038

      他会計への繰出金 210,021,000

        その他 130,286,949

    移転費用 8,647,257,178

      補助金等 7,447,403,311

      その他の業務費用 189,033,442

        支払利息 54,886,688

        徴収不能引当金繰入額 3,859,805

        維持補修費 74,999,903

        減価償却費 939,763,110

        その他 26,507,571

        その他 107,401,150

      物件費等 3,094,914,432

        物件費 2,053,643,848

        職員給与費 1,043,594,069

        賞与等引当金繰入額 92,317,180

        退職手当引当金繰入額 48,169,625

  経常費用 13,222,687,076

    業務費用 4,575,429,898

      人件費 1,291,482,024

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：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 30,488,245,344 37,938,739,644 -7,450,494,300 -

  純行政コスト（△） -12,855,135,210 -12,855,135,210 -

  財源 12,551,844,312 12,551,844,312 -

    税収等 8,271,807,382 8,271,807,382 -

    国県等補助金 4,280,036,930 4,280,036,930 -

  本年度差額 -303,290,898 -303,290,898 -

  固定資産等の変動（内部変動） -189,728,690 189,728,690

    有形固定資産等の増加 980,611,284 -980,611,284

    有形固定資産等の減少 -946,264,236 946,264,236

    貸付金・基金等の増加 471,172,717 -471,172,717

    貸付金・基金等の減少 -695,248,455 695,248,455

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -207,818,537 -207,818,537

  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 8,250,234 9,361,626 -1,111,392 -

  その他 -40,982,042 -21,411,975 -19,570,067

  本年度純資産変動額 -543,841,243 -409,597,576 -134,243,667 -

本年度末純資産残高 29,944,404,101 37,529,142,068 -7,584,737,967 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 57,363,480

本年度歳計外現金増減額 -413,151

本年度末歳計外現金残高 56,950,329

本年度末現金預金残高 436,014,382

      他会計への繰出支出 210,021,000

財務活動収支 11,639,286

本年度資金収支額 -121,813,063

前年度末資金残高 530,486,537

比例連結割合変更に伴う差額 -29,609,421

本年度末資金残高 379,064,053

    地方債等償還支出 604,864,452

    その他の支出 22,781,361

  財務活動収入 639,285,099

    地方債等発行収入 639,285,099

    その他の収入 -

    資産売却収入 11,528,326

    その他の収入 -

投資活動収支 -432,508,769

【財務活動収支】

  財務活動支出 627,645,813

    その他の支出 -

  投資活動収入 858,978,681

    国県等補助金収入 311,762,260

    基金取崩収入 529,269,671

    貸付金元金回収収入 6,418,424

  投資活動支出 1,291,487,450

    公共施設等整備費支出 965,996,455

    基金積立金支出 325,270,995

    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 15,635,131

    その他の支出 9,428,431

  臨時収入 8,156,426

業務活動収支 299,056,420

【投資活動収支】

    税収等収入 8,271,901,521

    国県等補助金収入 3,960,123,960

    使用料及び手数料収入 233,659,532

    その他の収入 152,568,965

  臨時支出 25,063,562

    移転費用支出 8,647,257,178

      補助金等支出 7,447,403,311

      社会保障給付支出 972,363,980

      その他の支出 17,468,887

  業務収入 12,618,253,978

    業務費用支出 3,655,033,244

      人件費支出 1,298,467,954

      物件費等支出 2,171,966,162

      支払利息支出 54,886,688

      その他の支出 129,712,440

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 12,302,290,422


