
【様式第1号】

遠賀町：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 29,513,162,988   固定負債 6,778,644,330

    有形固定資産 27,285,627,251     地方債等 5,924,731,676

      事業用資産 15,573,858,297     長期未払金 -

        土地 9,887,865,866     退職手当引当金 789,632,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,758,037,458     その他 64,280,654

        建物減価償却累計額 -7,386,651,459   流動負債 619,197,935

        工作物 4,214,752,224     １年内償還予定地方債等 485,621,083

        工作物減価償却累計額 -2,927,633,952     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 67,846,281

        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 7,397,842,265

        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 31,272,084,774

      インフラ資産 11,620,898,380   余剰分（不足分） -7,051,939,514

        土地 3,663,402,987   他団体出資等分 -

        建物 76,440,396

        建物減価償却累計額 -50,780,922

        工作物 17,419,819,041

        工作物減価償却累計額 -10,201,506,562

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 713,523,440

      物品 535,843,221

      物品減価償却累計額 -444,972,647

    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 2,113,814,563

      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 71,788,126

      長期貸付金 -

      基金 2,022,346,860

        減債基金 -

        その他 2,022,346,860

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,074,423

  流動資産 2,104,824,537

    現金預金 318,600,343

    未収金 28,711,819

    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 -1,409,411

  繰延資産 - 純資産合計 24,220,145,260

資産合計 31,617,987,525 負債及び純資産合計 31,617,987,525

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

遠賀町：一般会計 （単位：円）

    資産売却益 923,693

    その他 -

純行政コスト 7,167,319,661

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 923,693

  臨時損失 20,921,323

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 20,921,323

    使用料及び手数料 63,437,743

    その他 131,508,643

純経常行政コスト 7,147,322,031

      社会保障給付 859,558,937

      その他 20,006,700

  経常収益 194,946,386

        その他 2,931,704

    移転費用 3,763,117,652

      補助金等 1,566,770,263

      その他の業務費用 97,885,453

        支払利息 90,469,915

        徴収不能引当金繰入額 4,483,834

        維持補修費 224,438,142

        減価償却費 707,589,144

        その他 7,550,452

        その他 75,209,545

      物件費等 2,475,557,489

        物件費 1,535,979,751

        職員給与費 862,651,997

        賞与等引当金繰入額 67,846,281

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,342,268,417

    業務費用 3,579,150,765

      人件費 1,005,707,823

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：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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 24,332,742,009 31,193,473,922 -6,860,731,913 -

  純行政コスト（△） -7,167,319,661 -7,167,319,661 -

  財源 7,028,823,389 7,028,823,389 -

    税収等 4,844,187,424 4,844,187,424 -

    国県等補助金 2,184,635,965 2,184,635,965 -

  本年度差額 -138,496,272 -138,496,272 -

  固定資産等の変動（内部変動） 52,711,329 -52,711,329

    有形固定資産等の増加 1,130,554,061 -1,130,554,061

    有形固定資産等の減少 -734,914,469 734,914,469

    貸付金・基金等の増加 144,549,303 -144,549,303

    貸付金・基金等の減少 -487,477,566 487,477,566

  資産評価差額 1 1

  無償所管換等 25,899,522 25,899,522

  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 -112,596,749 78,610,852 -191,207,601 -

本年度末純資産残高 24,220,145,260 31,272,084,774 -7,051,939,514 -

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：一般会計 （単位：円）

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 318,600,343

財務活動収支 277,534,958

本年度資金収支額 53,370,245

前年度末資金残高 199,499,527

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 252,869,772

    地方債等償還支出 463,961,042

    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 7,327,695

    その他の収入 -

投資活動収支 -767,093,860

【財務活動収支】

  財務活動支出 463,961,042

    その他の支出 -

  投資活動収入 417,118,695

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 409,791,000

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,184,212,555

    公共施設等整備費支出 1,115,833,664

    基金積立金支出 68,378,891

    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 542,929,147

【投資活動収支】

    税収等収入 4,841,295,957

    国県等補助金収入 2,184,635,965

    使用料及び手数料収入 63,437,743

    その他の収入 127,573,115

  臨時支出 -

    移転費用支出 3,763,117,652

      補助金等支出 1,566,770,263

      社会保障給付支出 859,558,937

      その他の支出 20,006,700

  業務収入 7,216,942,780

    業務費用支出 2,910,895,981

      人件費支出 1,027,567,145

      物件費等支出 1,789,927,217

      支払利息支出 90,469,915

      その他の支出 2,931,704

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 6,674,013,633


