
【様式第1号】

自治体名：古賀市
会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 73,939,039   固定負債 12,958,946

    有形固定資産 68,343,126     地方債 12,958,946

      事業用資産 33,343,119     長期未払金 -

        土地 22,215,969     退職手当引当金 -

        立木竹 2,872     損失補償等引当金 -

        建物 26,101,825     その他 -

        建物減価償却累計額 -15,738,268   流動負債 1,500,762

        工作物 1,292,406     １年内償還予定地方債 1,256,272

        工作物減価償却累計額 -576,127     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 210,073

        航空機 -     預り金 34,416

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,459,708

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 44,442   固定資産等形成分 76,150,224

      インフラ資産 34,807,974   余剰分（不足分） -12,956,628

        土地 4,549,122

        建物 82,750

        建物減価償却累計額 -57,543

        工作物 56,143,625

        工作物減価償却累計額 -27,372,074

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,462,095

      物品 348,592

      物品減価償却累計額 -156,559

    無形固定資産 27,436

      ソフトウェア 27,436

      その他 -

    投資その他の資産 5,568,477

      投資及び出資金 1,863,900

        有価証券 -

        出資金 1,863,900

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 358,369

      長期貸付金 258,857

      基金 3,100,068

        減債基金 -

        その他 3,100,068

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,718

  流動資産 3,714,265

    現金預金 1,436,730

    未収金 70,143

    短期貸付金 407

    基金 2,210,779

      財政調整基金 2,169,100

      減債基金 41,679

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,794 純資産合計 63,193,596

資産合計 77,653,304 負債及び純資産合計 77,653,304

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：古賀市
会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 18,430,799

    その他 -

  臨時利益 104

    資産売却益 104

    資産除売却損 1,006

    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 18,422,777

  臨時損失 8,125

    災害復旧事業費 7,119

  経常収益 615,186

    使用料及び手数料 328,585

    その他 286,601

      社会保障給付 5,530,048

      他会計への繰出金 1,960,621

      その他 9,549

        その他 155,864

    移転費用 10,739,251

      補助金等 3,239,034

      その他の業務費用 261,400

        支払利息 89,024

        徴収不能引当金繰入額 16,512

        維持補修費 172,296

        減価償却費 1,756,455

        その他 -

        その他 330,371

      物件費等 4,999,652

        物件費 3,070,901

        職員給与費 2,243,715

        賞与等引当金繰入額 210,073

        退職手当引当金繰入額 253,500

  経常費用 19,037,963

    業務費用 8,298,712

      人件費 3,037,660

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：古賀市
会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 63,774,938 77,775,009 -14,000,072

  純行政コスト（△） -18,430,799 -18,430,799

  財源 17,845,937 17,845,937

    税収等 12,556,910 12,556,910

    国県等補助金 5,289,027 5,289,027

  本年度差額 -584,861 -584,861

  固定資産等の変動（内部変動） -1,628,304 1,628,304

    有形固定資産等の増加 711,445 -711,445

    有形固定資産等の減少 -1,759,974 1,759,974

    貸付金・基金等の増加 1,448,995 -1,448,995

    貸付金・基金等の減少 -2,028,770 2,028,770

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,519 3,519

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -581,342 -1,624,785 1,043,443

本年度末純資産残高 63,193,596 76,150,224 -12,956,628

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：古賀市
会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 36,116

本年度歳計外現金増減額 -1,699

本年度末歳計外現金残高 34,416

本年度末現金預金残高 1,436,730

    その他の収入 -

財務活動収支 -610,387

本年度資金収支額 440,355

前年度末資金残高 961,959

本年度末資金残高 1,402,314

  財務活動支出 1,619,172

    地方債償還支出 1,619,172

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,008,785

    地方債発行収入 1,008,785

    貸付金元金回収収入 43,299

    資産売却収入 2,617

    その他の収入 -

投資活動収支 239,970

【財務活動収支】

    貸付金支出 40,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,113,665

    国県等補助金収入 403,625

    基金取崩収入 1,664,124

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,873,695

    公共施設等整備費支出 711,445

    基金積立金支出 1,101,431

    投資及び出資金支出 20,819

  臨時支出 7,119

    災害復旧事業費支出 7,119

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 810,771

  業務収入 18,055,205

    税収等収入 12,563,859

    国県等補助金収入 4,885,402

    使用料及び手数料収入 328,208

    その他の収入 277,735

    移転費用支出 10,739,251

      補助金等支出 3,239,034

      社会保障給付支出 5,530,048

      他会計への繰出支出 1,960,621

      その他の支出 9,549

    業務費用支出 6,498,063

      人件費支出 3,026,680

      物件費等支出 3,243,197

      支払利息支出 89,024

      その他の支出 139,162

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 17,237,314


