
【様式第1号】

遠賀町：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 34,913,195,475   固定負債 6,780,873,349

    有形固定資産 31,449,713,692     地方債等 5,926,960,695

      事業用資産 19,283,177,946     長期未払金 -

        土地 12,178,686,848     退職手当引当金 789,632,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,527,081,491     その他 64,280,654

        建物減価償却累計額 -7,549,831,472   流動負債 623,274,368

        工作物 5,937,413,529     １年内償還予定地方債等 486,508,420

        工作物減価償却累計額 -3,837,660,610     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 71,035,377

        航空機 -     預り金 65,730,571

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,404,147,717

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 27,488,160   固定資産等形成分 36,672,117,261

      インフラ資産 12,056,204,248   余剰分（不足分） -6,951,971,378

        土地 3,716,961,778   他団体出資等分 -

        建物 869,360,396

        建物減価償却累計額 -712,503,402

        工作物 17,969,230,601

        工作物減価償却累計額 -10,500,368,565

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 713,523,440

      物品 672,033,358

      物品減価償却累計額 -561,701,860

    無形固定資産 113,721,174

      ソフトウェア 113,721,174

      その他 -

    投資その他の資産 3,349,760,609

      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 156,484,208

      長期貸付金 41,154,585

      基金 3,135,350,127

        減債基金 -

        その他 3,135,350,127

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,982,311

  流動資産 2,211,098,125

    現金預金 401,229,761

    未収金 53,423,334

    短期貸付金 -

    基金 1,758,921,786

      財政調整基金 1,201,517,840

      減債基金 557,403,946

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,476,756

  繰延資産 - 純資産合計 29,720,145,883

資産合計 37,124,293,600 負債及び純資産合計 37,124,293,600

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

遠賀町：全体会計 （単位：円）

      他会計への繰出金

    資産売却益 923,693

    その他 -

純行政コスト 9,330,062,985

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 923,693

  臨時損失 72,904,162

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 72,904,162

    使用料及び手数料 130,271,137

    その他 146,236,676

純経常行政コスト 9,258,082,516

      社会保障給付 859,558,937

      その他 21,055,600

  経常収益 276,507,813

185,889,000

        その他 25,689,544

    移転費用 5,543,586,809

      補助金等 4,477,083,272

      その他の業務費用 124,777,798

        支払利息 90,629,187

        徴収不能引当金繰入額 8,459,067

        維持補修費 255,913,904

        減価償却費 764,106,434

        その他 7,550,452

        その他 83,386,745

      物件費等 2,797,800,354

        物件費 1,770,229,564

        職員給与費 914,003,246

        賞与等引当金繰入額 71,035,377

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 9,534,590,329

    業務費用 3,991,003,520

      人件費 1,068,425,368

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

遠賀町：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 29,863,080,138 36,645,363,770 -6,782,283,632 -

  純行政コスト（△） -9,330,062,985 -9,330,062,985 -

  財源 9,187,128,697 9,187,128,697 -

    税収等 6,285,246,061 6,285,246,061 -

    国県等補助金 2,901,882,636 2,901,882,636 -

  本年度差額 -142,934,288 -142,934,288 -

  固定資産等の変動（内部変動） 26,753,458 -26,753,458

    有形固定資産等の増加 1,904,503,906 -1,904,503,906

    有形固定資産等の減少 -1,482,403,138 1,482,403,138

    貸付金・基金等の増加 901,644,145 -901,644,145

    貸付金・基金等の減少 -1,296,991,455 1,296,991,455

  資産評価差額 1 1

  無償所管換等 32 32

  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 -142,934,255 26,753,491 -169,687,746 -

本年度末純資産残高 29,720,145,883 36,672,117,261 -6,951,971,378 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

遠賀町：全体会計 （単位：円）

      他会計への繰出支出

前年度末歳計外現金残高 53,751,620

本年度歳計外現金増減額 11,978,951

本年度末歳計外現金残高 65,730,571

本年度末現金預金残高 401,229,761

財務活動収支 276,034,740

本年度資金収支額 71,162,889

前年度末資金残高 264,336,301

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 335,499,190

    地方債等償還支出 465,461,260

    その他の支出 -

  財務活動収入 741,496,000

    地方債等発行収入 741,496,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 653,643,930

    その他の収入 -

投資活動収支 -850,071,934

【財務活動収支】

  財務活動支出 465,461,260

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,783,500,371

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,126,534,000

    貸付金元金回収収入 3,322,441

  投資活動支出 2,633,572,305

    公共施設等整備費支出 1,897,111,204

    基金積立金支出 736,461,101

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 645,200,083

【投資活動収支】

    税収等収入 6,282,017,614

    国県等補助金収入 2,901,882,636

    使用料及び手数料収入 130,836,216

    その他の収入 137,010,447

  臨時支出 -

    移転費用支出 5,543,586,809

      補助金等支出 4,477,083,272

      社会保障給付支出 859,558,937

      その他の支出 21,055,600

  業務収入 9,451,746,913

185,889,000

    業務費用支出 3,262,960,021

      人件費支出 1,090,988,498

      物件費等支出 2,055,652,792

      支払利息支出 90,629,187

      その他の支出 25,689,544

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,806,546,830


