
【様式第1号】

自治体名：遠賀町

会計：下水道事業会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 9,222,260,458   固定負債 7,949,041,166

    有形固定資産 8,465,095,357     地方債等 3,345,250,541

      事業用資産 -     長期未払金 -

        土地 -     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 -     その他 4,603,790,625

        建物減価償却累計額 -   流動負債 258,574,311

        工作物 -     １年内償還予定地方債等 207,569,657

        工作物減価償却累計額 -     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 4,054,464

        航空機 -     預り金 1,030,985

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,207,615,477

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 9,222,260,458

      インフラ資産 8,300,372,332   余剰分（不足分） -8,130,217,436

        土地 64,207,626   他団体出資等分 -

        建物 62,414,871

        建物減価償却累計額 -3,625,904

        工作物 8,643,796,638

        工作物減価償却累計額 -466,420,899

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 199,818,204

      物品減価償却累計額 -35,095,179

    無形固定資産 566,874,552

      ソフトウェア -

      その他 566,874,552

    投資その他の資産 190,290,549

      投資及び出資金 670,000

        有価証券 -

        出資金 670,000

        その他 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 189,620,549

        減債基金 -

        その他 189,620,549

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 77,398,041

    現金預金 30,681,397

    未収金 46,829,007

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -112,363

  繰延資産 - 純資産合計 1,092,043,022

資産合計 9,299,658,499 負債及び純資産合計 9,299,658,499

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：下水道事業会計 （単位：円）

    資産売却益 -

    その他 2,831,486

純行政コスト 320,729,419

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,588,273

  臨時利益 2,831,486

  臨時損失 4,588,273

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 242,537,407

    その他 4,357,961

純経常行政コスト 318,972,632

      社会保障給付 -

      その他 9,900

  経常収益 246,895,368

        その他 769,931

    移転費用 157,260,745

      補助金等 157,250,845

      その他の業務費用 60,657,102

        支払利息 59,577,171

        徴収不能引当金繰入額 310,000

        維持補修費 13,748,976

        減価償却費 283,677,317

        その他 -

        その他 2,935,249

      物件費等 328,487,107

        物件費 31,060,814

        職員給与費 14,656,472

        賞与等引当金繰入額 1,871,325

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 565,868,000

    業務費用 408,607,255

      人件費 19,463,046

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：下水道事業会計 （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 1,021,278,754 9,267,765,365 -8,246,486,611 -

  純行政コスト（△） -320,729,419 -320,729,419 -

  財源 276,448,808 276,448,808 -

    税収等 182,085,493 182,085,493 -

    国県等補助金 94,363,315 94,363,315 -

  本年度差額 -44,280,611 -44,280,611 -

  固定資産等の変動（内部変動） -45,504,907 45,504,907

    有形固定資産等の増加 238,100,760 -238,100,760

    有形固定資産等の減少 -283,677,317 283,677,317

    貸付金・基金等の増加 71,650 -71,650

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 115,044,879 - 115,044,879

  本年度純資産変動額 70,764,268 -45,504,907 116,269,175 -

本年度末純資産残高 1,092,043,022 9,222,260,458 -8,130,217,436 -

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：下水道事業会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 30,681,397

財務活動収支 -3,968,842

本年度資金収支額 -26,105,245

前年度末資金残高 56,786,642

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 30,681,397

    地方債等償還支出 200,843,842

    その他の支出 -

  財務活動収入 196,875,000

    地方債等発行収入 127,800,000

    その他の収入 69,075,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 23,574,900

投資活動収支 -127,033,437

【財務活動収支】

  財務活動支出 200,843,842

    その他の支出 -

  投資活動収入 110,575,900

    国県等補助金収入 87,001,000

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 237,609,337

    公共施設等整備費支出 237,537,687

    基金積立金支出 71,650

    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 18,597

業務活動収支 104,897,034

【投資活動収支】

    税収等収入 168,414,000

    国県等補助金収入 2,000,000

    使用料及び手数料収入 229,235,109

    その他の収入 4,357,961

  臨時支出 -

    移転費用支出 157,260,745

      補助金等支出 157,250,845

      社会保障給付支出 -

      その他の支出 9,900

  業務収入 404,007,070

    業務費用支出 141,867,888

      人件費支出 19,440,782

      物件費等支出 61,770,004

      支払利息支出 59,577,171

      その他の支出 1,079,931

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 299,128,633


