
【様式第1号】

自治体名：遠賀町

会計：一般会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 31,208,214,557   固定負債 6,925,027,787

    有形固定資産 29,098,449,592     地方債 5,993,269,644

      事業用資産 17,264,773,189     長期未払金 -

        土地 10,283,359,534     退職手当引当金 859,033,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,641,139,600     その他 72,725,143

        建物減価償却累計額 -8,606,546,069   流動負債 749,664,776

        工作物 5,660,767,125     １年内償還予定地方債 583,384,900

        工作物減価償却累計額 -3,830,884,881     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 75,927,503

        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 7,674,692,563

        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 32,399,477,754

      インフラ資産 11,573,587,630   余剰分（不足分） -7,195,365,460

        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 17,909,899,603

        工作物減価償却累計額 -11,133,032,368

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 996,632,496

      物品 616,173,867

      物品減価償却累計額 -356,085,094

    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 2,080,830,935

      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 62,818,634

      長期貸付金 4,500,765

      基金 1,861,508,845

        減債基金 -

        その他 1,861,508,845

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,131,309

  流動資産 1,670,590,300

    現金預金 439,104,601

    未収金 41,366,311

    短期貸付金 4,500,675

    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 25,204,112,294

資産合計 32,878,804,857 負債及び純資産合計 32,878,804,857

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 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 9,068,173,944

    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 9,052,197,477

  臨時損失 15,981,467

    災害復旧事業費 1,909,831

  経常収益 191,627,129

    使用料及び手数料 84,377,089

    その他 107,250,040

      社会保障給付 1,043,265,345

      他会計への繰出金 264,697,071

      その他 21,006,264

        その他 37,114,115

    移転費用 5,025,054,550

      補助金等 3,696,085,870

      その他の業務費用 75,798,502

        支払利息 36,409,269

        徴収不能引当金繰入額 2,275,118

        維持補修費 91,289,819

        減価償却費 863,053,321

        その他 -

        その他 140,444,149

      物件費等 3,071,522,370

        物件費 2,117,179,230

        職員給与費 775,847,587

        賞与等引当金繰入額 75,927,503

        退職手当引当金繰入額 79,229,945

  経常費用 9,243,824,606

    業務費用 4,218,770,056

      人件費 1,071,449,184

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 （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 25,286,490,565 32,633,395,784 -7,346,905,219

  純行政コスト（△） -9,068,173,944 -9,068,173,944

  財源 9,007,232,655 9,007,232,655

    税収等 4,767,932,055 4,767,932,055

    国県等補助金 4,239,300,600 4,239,300,600

  本年度差額 -60,941,289 -60,941,289

  固定資産等の変動（内部変動） -212,481,048 212,481,048

    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 -876,035,957 876,035,957

    貸付金・基金等の増加 585,556,220 -585,556,220

    貸付金・基金等の減少 -627,371,914 627,371,914

  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 -82,378,271 -233,918,030 151,539,759

本年度末純資産残高 25,204,112,294 32,399,477,754 -7,195,365,460

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 （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 439,104,601

    その他の収入 -

財務活動収支 -45,835,484

本年度資金収支額 113,530,886

前年度末資金残高 266,243,154

本年度末資金残高 379,774,040

  財務活動支出 566,193,484

    地方債償還支出 532,044,532

    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 4,500,585

    資産売却収入 5,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -438,099,989

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 825,114,256

    国県等補助金収入 232,458,671

    基金取崩収入 588,150,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,263,214,245

    公共施設等整備費支出 705,370,603

    基金積立金支出 488,768,642

    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 597,466,359

  業務収入 8,953,167,703

    税収等収入 4,754,276,390

    国県等補助金収入 4,006,841,929

    使用料及び手数料収入 84,799,344

    その他の収入 107,250,040

    移転費用支出 5,025,054,550

      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 21,006,264

    業務費用支出 3,327,647,963

      人件費支出 1,049,415,282

      物件費等支出 2,208,469,049

      支払利息支出 36,409,269

      その他の支出 33,354,363

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 8,352,702,513


