
【様式第1号】

自治体名：遠賀町

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 43,259,962,666   固定負債 14,874,068,953

    有形固定資産 39,353,555,305     地方債等 9,338,520,185

      事業用資産 19,038,899,271     長期未払金 -

        土地 11,979,972,182     退職手当引当金 859,033,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,735,748,392     その他 4,676,515,768

        建物減価償却累計額 -8,656,791,135   流動負債 1,009,910,483

        工作物 6,647,129,271     １年内償還予定地方債等 791,134,785

        工作物減価償却累計額 -4,784,097,319     未払金 45,919,205

        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 81,473,135

        航空機 -     預り金 60,361,546

        航空機減価償却累計額 -     その他 31,021,812

        その他 - 負債合計 15,883,979,436

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 116,937,880   固定資産等形成分 44,451,889,889

      インフラ資産 19,887,910,107   余剰分（不足分） -15,276,999,599

        土地 3,842,052,211   他団体出資等分 -

        建物 138,855,267

        建物減価償却累計額 -57,822,986

        工作物 26,569,196,401

        工作物減価償却累計額 -11,601,003,282

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 996,632,496

      物品 819,950,959

      物品減価償却累計額 -393,205,032

    無形固定資産 595,808,582

      ソフトウェア 28,934,030

      その他 566,874,552

    投資その他の資産 3,310,598,779

      投資及び出資金 23,424,000

        有価証券 -

        出資金 23,424,000

        その他 -

      長期延滞債権 147,470,388

      長期貸付金 6,450,859

      基金 3,136,226,228

        減債基金 -

        その他 3,136,226,228

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,972,696

  流動資産 1,798,907,060

    現金預金 497,304,394

    未収金 111,520,634

    短期貸付金 5,164,701

    基金 1,186,762,522

      財政調整基金 743,105,886

      減債基金 443,656,636

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,845,191

  繰延資産 - 純資産合計 29,174,890,290

資産合計 45,058,869,726 負債及び純資産合計 45,058,869,726

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：遠賀町

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 5,000

    その他 2,831,486

純行政コスト 11,400,863,167

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,588,273

  臨時利益 2,836,486

  臨時損失 21,631,164

    災害復旧事業費 1,909,831

    資産除売却損 15,133,060

    使用料及び手数料 351,562,333

    その他 124,763,766

純経常行政コスト 11,382,068,489

      社会保障給付 1,043,265,345

      その他 28,299,064

  経常収益 476,326,099

        その他 40,511,762

    移転費用 7,114,039,893

      補助金等 6,042,475,484

      その他の業務費用 141,521,844

        支払利息 95,994,558

        徴収不能引当金繰入額 5,015,524

        維持補修費 107,549,105

        減価償却費 1,155,062,889

        その他 -

        その他 145,348,352

      物件費等 3,466,517,813

        物件費 2,203,905,819

        職員給与費 832,446,745

        賞与等引当金繰入額 79,289,996

        退職手当引当金繰入額 79,229,945

  経常費用 11,858,394,588

    業務費用 4,744,354,695

      人件費 1,136,315,038

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：遠賀町

会計：全体会計 （単位：円）

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 29,374,578,257 44,925,936,027 -15,551,357,770 -

  純行政コスト（△） -11,400,863,167 -11,400,863,167 -

  財源 11,176,642,303 11,176,642,303 -

    税収等 5,350,307,388 5,350,307,388 -

    国県等補助金 5,826,334,915 5,826,334,915 -

  本年度差額 -224,220,864 -224,220,864 -

  固定資産等の変動（内部変動） -452,609,156 452,609,156

    有形固定資産等の増加 943,471,363 -943,471,363

    有形固定資産等の減少 -1,169,106,949 1,169,106,949

    貸付金・基金等の増加 572,607,612 -572,607,612

    貸付金・基金等の減少 -799,581,182 799,581,182

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -21,436,982 -21,436,982

  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 45,969,879 - 45,969,879

  本年度純資産変動額 -199,687,967 -474,046,138 274,358,171 -

本年度末純資産残高 29,174,890,290 44,451,889,889 -15,276,999,599 -

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：遠賀町

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 56,980,161

本年度歳計外現金増減額 2,350,400

本年度末歳計外現金残高 59,330,561

本年度末現金預金残高 497,304,394

財務活動収支 -119,851,026

本年度資金収支額 99,009,301

前年度末資金残高 338,964,532

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 437,973,833

    地方債等償還支出 733,064,006

    その他の支出 34,945,020

  財務活動収入 648,158,000

    地方債等発行収入 648,158,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,000

    その他の収入 23,574,900

投資活動収支 -374,705,644

【財務活動収支】

  財務活動支出 768,009,026

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,081,816,162

    国県等補助金収入 319,459,671

    基金取崩収入 732,905,000

    貸付金元金回収収入 5,871,591

  投資活動支出 1,456,521,806

    公共施設等整備費支出 942,908,290

    基金積立金支出 513,613,516

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 1,909,831

    その他の支出 1,089,000

  臨時収入 18,597

業務活動収支 593,565,971

【投資活動収支】

    税収等収入 5,319,807,199

    国県等補助金収入 5,501,512,929

    使用料及び手数料収入 339,468,680

    その他の収入 124,934,347

  臨時支出 2,998,831

    移転費用支出 7,114,039,893

      補助金等支出 6,042,475,484

      社会保障給付支出 1,043,265,345

      その他の支出 28,299,064

  業務収入 11,285,723,155

    業務費用支出 3,575,137,057

      人件費支出 1,114,265,301

      物件費等支出 2,328,415,138

      支払利息支出 95,994,558

      その他の支出 36,462,060

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 10,689,176,950


