
【様式第1号】

遠賀町：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 36,436,256,915   固定負債 7,396,489,080

    有形固定資産 32,928,695,748     地方債等 6,399,399,139

      事業用資産 20,647,810,775     長期未払金 8,134

        土地 12,898,921,371     退職手当引当金 931,788,955

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,753,376,112     その他 65,292,852

        建物減価償却累計額 -8,223,900,169   流動負債 784,733,781

        工作物 6,480,974,649     １年内償還予定地方債等 554,160,533

        工作物減価償却累計額 -4,290,624,637     未払金 75,221,926

        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 86,752,573

        航空機 -     預り金 68,598,749

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,181,222,861

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 29,063,449   固定資産等形成分 38,261,217,884

      インフラ資産 12,056,204,248   余剰分（不足分） -7,443,134,857

        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 1,132,240,092

      物品減価償却累計額 -907,559,367

    無形固定資産 113,731,503

      ソフトウェア 113,728,174

      その他 3,329

    投資その他の資産 3,393,829,664

      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 163,687,634

      長期貸付金 -

      基金 3,216,185,424

        減債基金 -

        その他 3,216,185,424

      その他 20,603,125

      徴収不能引当金 -9,400,519

  流動資産 2,563,048,973

    現金預金 634,236,201

    未収金 65,084,541

    短期貸付金 -

    基金 1,824,960,969

      財政調整基金 1,267,557,023

      減債基金 557,403,946

    棚卸資産 41,310,926

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,543,664

  繰延資産 - 純資産合計 30,818,083,027

資産合計 38,999,305,888 負債及び純資産合計 38,999,305,888

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：連結会計 （単位：円）

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

  経常費用 13,890,654,830

    業務費用 4,865,930,119

      人件費 1,309,656,568

        職員給与費 1,118,371,855

        賞与等引当金繰入額 86,752,573

        退職手当引当金繰入額 14,119,662

        その他 90,412,478

      物件費等 3,346,874,654

        物件費 2,177,227,086

        維持補修費 283,606,459

        減価償却費 878,101,817

        その他 7,939,292

      その他の業務費用 209,398,897

        支払利息 96,523,981

        徴収不能引当金繰入額 8,599,234

        その他 104,275,682

    移転費用 9,024,724,711

      補助金等 7,957,378,555

      社会保障給付 859,558,937

      その他 21,898,219

  経常収益 427,068,868

      他会計への繰出金 185,889,000

    使用料及び手数料 262,631,710

    その他 164,437,158

純経常行政コスト 13,463,585,962

  臨時損失 72,904,162

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 72,904,162

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 6,873,651

    資産売却益 6,795,651

    その他 78,000

純行政コスト 13,529,616,473



【様式第3号】

遠賀町：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 30,973,706,137 38,299,705,814 -7,325,999,677 -

  純行政コスト（△） -13,549,616,473 -13,549,616,473 -

  財源 13,404,815,006 13,404,815,006 -

    税収等 9,551,461,157 9,551,461,157 -

    国県等補助金 3,853,353,849 3,853,353,849 -

  本年度差額 -144,801,467 -144,801,467 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,046,310 3,046,310

    有形固定資産等の増加 1,942,662,904 -1,942,662,904

    有形固定資産等の減少 -1,596,398,522 1,596,398,522

    貸付金・基金等の増加 958,198,814 -958,198,814

    貸付金・基金等の減少 -1,307,509,506 1,307,509,506

  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 19,215,617 22,412,260 -3,196,643 -

  その他 -50,037,293 -57,853,913 7,816,620

  本年度純資産変動額 -175,623,110 -38,487,930 -137,135,180 -

本年度末純資産残高 30,818,083,027 38,261,217,884 -7,443,134,857 -

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：連結会計 （単位：円）

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 13,032,325,217

    業務費用支出 4,007,600,506

      人件費支出 1,327,435,260

      物件費等支出 2,492,619,791

      支払利息支出 96,523,981

      その他の支出 91,021,474

    移転費用支出 9,024,724,711

      補助金等支出 7,957,378,555

      社会保障給付支出 859,558,937

      その他の支出 21,898,219

  業務収入 13,952,403,039

      他会計への繰出支出 185,889,000

    税収等収入 9,528,494,719

    国県等補助金収入 3,842,650,420

    使用料及び手数料収入 263,188,146

    その他の収入 318,069,754

  臨時支出 -

    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 920,077,822

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,715,849,061

    公共施設等整備費支出 1,933,945,569

    基金積立金支出 781,898,478

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 5,014

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,810,489,397

    国県等補助金収入 10,703,429

    基金取崩収入 1,136,942,625

    貸付金元金回収収入 3,327,455

    資産売却収入 659,515,888

    その他の収入 -

投資活動収支 -905,359,664

【財務活動収支】

  財務活動支出 658,257,822

    地方債等償還支出 658,257,822

    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 -

前年度末歳計外現金残高 55,848,918

本年度歳計外現金増減額 12,145,706

本年度末歳計外現金残高 67,994,624

本年度末現金預金残高 634,236,201

財務活動収支 83,238,178

本年度資金収支額 97,956,336

前年度末資金残高 468,561,213

比例連結割合変更に伴う差額 -275,972

本年度末資金残高 566,241,577


