
【様式第1号】

自治体名：遠賀町

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 44,854,648,082   固定負債 15,311,477,160

    有形固定資産 40,696,556,752     地方債等 9,599,942,920

      事業用資産 20,314,912,054     長期未払金 8,985

        土地 12,712,072,667     退職手当引当金 1,034,937,554

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 15,040,484,951     その他 4,676,587,701

        建物減価償却累計額 -9,474,051,289   流動負債 1,089,581,006

        工作物 7,206,730,730     １年内償還予定地方債等 848,684,777

        工作物減価償却累計額 -5,287,628,791     未払金 45,923,621

        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 100,248,248

        航空機 -     預り金 63,247,223

        航空機減価償却累計額 -     その他 31,477,137

        その他 - 負債合計 16,401,058,166

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 117,303,786   固定資産等形成分 46,092,462,533

      インフラ資産 19,887,910,107   余剰分（不足分） -15,515,290,180

        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 1,213,767,655

      物品減価償却累計額 -720,033,064

    無形固定資産 598,812,285

      ソフトウェア 31,934,473

      その他 566,877,812

    投資その他の資産 3,559,279,045

      投資及び出資金 3,424,000

        有価証券 -

        出資金 3,424,000

        その他 -

      長期延滞債権 152,782,542

      長期貸付金 6,450,859

      基金 3,381,680,765

        減債基金 -

        その他 3,381,680,765

      その他 20,583,906

      徴収不能引当金 -5,643,027

  流動資産 2,123,582,437

    現金預金 727,568,601

    未収金 114,468,383

    短期貸付金 5,164,701

    基金 1,232,649,750

      財政調整基金 788,993,114

      減債基金 443,656,636

    棚卸資産 45,601,044

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,870,042

  繰延資産 - 純資産合計 30,577,172,353

資産合計 46,978,230,519 負債及び純資産合計 46,978,230,519

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 6,181,144

    その他 2,866,770

純行政コスト 15,564,126,255

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,588,273

  臨時利益 9,047,914

  臨時損失 23,462,542

    災害復旧事業費 1,909,831

    資産除売却損 16,964,438

    使用料及び手数料 486,424,848

    その他 145,079,457

純経常行政コスト 15,549,711,627

      社会保障給付 1,043,265,345

      その他 28,886,546

  経常収益 631,504,305

        その他 77,480,800

    移転費用 10,662,156,868

      補助金等 9,590,004,977

      その他の業務費用 180,337,933

        支払利息 98,626,959

        徴収不能引当金繰入額 4,230,174

        維持補修費 125,576,895

        減価償却費 1,211,568,739

        その他 313,929

        その他 155,596,677

      物件費等 3,946,268,232

        物件費 2,608,808,669

        職員給与費 1,046,655,484

        賞与等引当金繰入額 98,065,109

        退職手当引当金繰入額 92,135,629

  経常費用 16,181,215,932

    業務費用 5,519,059,064

      人件費 1,392,452,899

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：連結会計 （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 30,609,662,039 46,516,315,265 -15,906,653,226 -

  純行政コスト（△） -15,564,126,255 -15,564,126,255 -

  財源 15,489,832,816 15,489,832,816 -

    税収等 8,670,600,254 8,670,600,254 -

    国県等補助金 6,819,232,562 6,819,232,562 -

  本年度差額 -74,293,439 -74,293,439 -

  固定資産等の変動（内部変動） -414,893,142 414,893,142

    有形固定資産等の増加 997,859,322 -997,859,322

    有形固定資産等の減少 -1,228,037,236 1,228,037,236

    貸付金・基金等の増加 621,216,093 -621,216,093

    貸付金・基金等の減少 -805,931,321 805,931,321

  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 17,270,457 12,477,392 4,793,065 -

  その他 45,970,278 - 45,970,278

  本年度純資産変動額 -32,489,686 -423,852,732 391,363,046 -

本年度末純資産残高 30,577,172,353 46,092,462,533 -15,515,290,180 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 59,461,625

本年度歳計外現金増減額 2,170,708

本年度末歳計外現金残高 61,632,333

本年度末現金預金残高 727,568,601

財務活動収支 -157,209,990

本年度資金収支額 192,872,190

前年度末資金残高 469,063,856

比例連結割合変更に伴う差額 4,000,222

本年度末資金残高 665,936,268

    地方債等償還支出 805,241,089

    その他の支出 34,945,020

  財務活動収入 682,976,119

    地方債等発行収入 682,976,119

    その他の収入 -

    資産売却収入 6,181,144

    その他の収入 23,574,900

投資活動収支 -459,902,365

【財務活動収支】

  財務活動支出 840,186,109

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,099,381,862

    国県等補助金収入 319,459,671

    基金取崩収入 744,294,556

    貸付金元金回収収入 5,871,591

  投資活動支出 1,559,284,227

    公共施設等整備費支出 997,173,302

    基金積立金支出 562,110,925

    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 809,984,545

【投資活動収支】

    税収等収入 8,641,540,890

    国県等補助金収入 6,494,410,576

    使用料及び手数料収入 474,395,701

    その他の収入 145,205,593

  臨時支出 2,998,831

    移転費用支出 10,661,449,563

      補助金等支出 9,589,297,672

      社会保障給付支出 1,043,265,345

      その他の支出 28,886,546

  業務収入 15,755,552,760

    業務費用支出 4,281,138,418

      人件費支出 1,357,011,981

      物件費等支出 2,752,231,960

      支払利息支出 98,626,959

      その他の支出 73,267,518

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 14,942,587,981


