
【様式第1号】

自治体名：遠賀町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 34,096,075,759   固定負債 6,925,027,787

    有形固定資産 30,888,459,947     地方債 5,993,269,644

      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 72,725,143

        建物減価償却累計額 -8,656,791,135   流動負債 751,336,172

        工作物 6,647,129,271     １年内償還予定地方債 583,565,128

        工作物減価償却累計額 -4,784,097,319     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 77,418,671

        航空機 -     預り金 59,330,561

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

        その他 - 負債合計 7,676,363,959

        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 35,288,002,982

      インフラ資産 11,587,537,775   余剰分（不足分） -7,188,196,136

        土地 3,777,844,585

        建物 76,440,396

        建物減価償却累計額 -54,197,082

        工作物 17,925,399,763

        工作物減価償却累計額 -11,134,582,383

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 996,632,496

      物品 619,089,995

      物品減価償却累計額 -357,067,094

    無形固定資産 28,934,030

      ソフトウェア 28,934,030

      その他 -

    投資その他の資産 3,178,681,782

      投資及び出資金 153,134,000

        有価証券 -

        出資金 153,134,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 76,646,696

      長期貸付金 6,450,859

      基金 2,943,581,536

        減債基金 -

        その他 2,943,581,536

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,131,309

  流動資産 1,680,095,046

    現金預金 447,546,671

    未収金 41,764,961

    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 -1,143,809 純資産合計 28,099,806,846

資産合計 35,776,170,805 負債及び純資産合計 35,776,170,805

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：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 9,097,923,626

    その他 -

  臨時利益 5,000

    資産売却益 5,000

    資産除売却損 14,071,636

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 9,081,947,159

  臨時損失 15,981,467

    災害復旧事業費 1,909,831

  経常収益 219,879,936

    使用料及び手数料 108,782,326

    その他 111,097,610

      社会保障給付 1,043,265,345

      他会計への繰出金 264,697,071

      その他 28,289,164

        その他 37,753,810

    移転費用 5,032,337,450

      補助金等 3,696,085,870

      その他の業務費用 76,446,315

        支払利息 36,417,387

        徴収不能引当金繰入額 2,275,118

        維持補修費 93,800,129

        減価償却費 871,124,883

        その他 -

        その他 140,604,042

      物件費等 3,105,220,946

        物件費 2,140,295,934

        職員給与費 790,569,726

        賞与等引当金繰入額 77,418,671

        退職手当引当金繰入額 79,229,945

  経常費用 9,301,827,095

    業務費用 4,269,489,645

      人件費 1,087,822,384

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：一般会計等 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 28,311,892,799 35,648,982,578 -7,337,089,779

  純行政コスト（△） -9,097,923,626 -9,097,923,626

  財源 8,907,274,655 8,907,274,655

    税収等 4,667,932,055 4,667,932,055

    国県等補助金 4,239,342,600 4,239,342,600

  本年度差額 -190,648,971 -190,648,971

  固定資産等の変動（内部変動） -339,542,614 339,542,614

    有形固定資産等の増加 705,370,603 -705,370,603

    有形固定資産等の減少 -884,107,519 884,107,519

    貸付金・基金等の増加 614,080,665 -614,080,665

    貸付金・基金等の減少 -774,886,363 774,886,363

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -21,436,982 -21,436,982

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -212,085,953 -360,979,596 148,893,643

本年度末純資産残高 28,099,806,846 35,288,002,982 -7,188,196,136

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：一般会計等 （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 447,546,671

    その他の収入 -

財務活動収支 -46,011,116

本年度資金収支額 114,055,325

前年度末資金残高 274,160,785

本年度末資金残高 388,216,110

  財務活動支出 566,369,116

    地方債償還支出 532,220,164

    その他の支出 34,148,952

  財務活動収入 520,358,000

    地方債発行収入 520,358,000

    貸付金元金回収収入 5,871,591

    資産売却収入 5,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -316,747,162

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 971,240,262

    国県等補助金収入 232,458,671

    基金取崩収入 732,905,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,287,987,424

    公共施設等整備費支出 705,370,603

    基金積立金支出 513,541,821

    投資及び出資金支出 69,075,000

  臨時支出 2,998,831

    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 -

業務活動収支 476,813,603

  業務収入 8,882,452,303

    税収等収入 4,654,276,390

    国県等補助金収入 4,006,883,929

    使用料及び手数料収入 109,990,971

    その他の収入 111,301,013

    移転費用支出 5,032,337,450

      補助金等支出 3,696,085,870

      社会保障給付支出 1,043,265,345

      他会計への繰出支出 264,697,071

      その他の支出 28,289,164

    業務費用支出 3,370,302,419

      人件費支出 1,065,794,911

      物件費等支出 2,234,096,063

      支払利息支出 36,417,387

      その他の支出 33,994,058

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 8,402,639,869


