
【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 74,303,081   固定負債 12,940,918

    有形固定資産 68,288,746     地方債 12,742,848

      事業用資産 33,433,736     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 198,070

        建物 26,837,848     その他 -

        建物減価償却累計額 -16,316,507   流動負債 1,462,617

        工作物 1,332,623     １年内償還予定地方債 1,216,059

        工作物減価償却累計額 -642,669     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 215,581

        航空機 -     預り金 30,977

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,403,535

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,600   固定資産等形成分 76,963,717

      インフラ資産 34,320,553   余剰分（不足分） -13,451,512

        土地 4,614,002

        建物 83,938

        建物減価償却累計額 -59,376

        工作物 56,733,867

        工作物減価償却累計額 -28,421,525

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,369,647

      物品 728,834

      物品減価償却累計額 -194,376

    無形固定資産 82,331

      ソフトウェア 82,331

      その他 -

    投資その他の資産 5,932,003

      投資及び出資金 1,891,043

        有価証券 -

        出資金 1,891,043

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 340,406

      長期貸付金 182,830

      基金 3,530,862

        減債基金 -

        その他 3,530,862

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,138

  流動資産 3,612,659

    現金預金 869,999

    未収金 85,456

    短期貸付金 29,290

    基金 2,631,346

      財政調整基金 2,589,596

      減債基金 41,750

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,431 純資産合計 63,512,205

資産合計 77,915,740 負債及び純資産合計 77,915,740

貸借対照表
（令和2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 66,071

純行政コスト 18,270,744

    その他 -

  臨時利益 70,096

    資産売却益 4,025

    資産除売却損 18,002

    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 18,321,708

  臨時損失 19,133

    災害復旧事業費 1,131

  経常収益 875,926

    使用料及び手数料 327,617

    その他 548,309

      社会保障給付 5,841,501

      他会計への繰出金 1,328,687

      その他 1,521

        その他 201,013

    移転費用 10,976,612

      補助金等 3,804,904

      その他の業務費用 290,352

        支払利息 72,769

        徴収不能引当金繰入額 16,569

        維持補修費 154,355

        減価償却費 1,757,553

        その他 -

        その他 187,868

      物件費等 5,241,714

        物件費 3,329,806

        職員給与費 2,285,508

        賞与等引当金繰入額 215,581

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 19,197,634

    業務費用 8,221,022

      人件費 2,688,957

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 63,193,596 76,150,224 -12,956,628

  純行政コスト（△） -18,270,744 -18,270,744

  財源 18,478,145 18,478,145

    税収等 12,816,491 12,816,491

    国県等補助金 5,661,654 5,661,654

  本年度差額 207,401 207,401

  固定資産等の変動（内部変動） 438,144 -438,144

    有形固定資産等の増加 1,759,226 -1,759,226

    有形固定資産等の減少 -1,765,365 1,765,365

    貸付金・基金等の増加 1,921,458 -1,921,458

    貸付金・基金等の減少 -1,477,175 1,477,175

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6,655 6,655

  その他 104,553 368,694 -264,141

  本年度純資産変動額 318,609 813,492 -494,883

本年度末純資産残高 63,512,205 76,963,717 -13,451,512

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 34,416

本年度歳計外現金増減額 -3,439

本年度末歳計外現金残高 30,977

本年度末現金預金残高 869,999

    その他の収入 -

財務活動収支 -256,311

本年度資金収支額 -563,292

前年度末資金残高 1,402,314

本年度末資金残高 839,022

  財務活動支出 1,554,409

    地方債償還支出 1,554,409

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,298,098

    地方債発行収入 1,298,098

    貸付金元金回収収入 89,747

    資産売却収入 6,976

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,628,233

【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 1,578,889

    国県等補助金収入 394,677

    基金取崩収入 1,087,490

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,207,123

    公共施設等整備費支出 1,759,226

    基金積立金支出 1,380,754

    投資及び出資金支出 27,143

  臨時支出 14,271

    災害復旧事業費支出 1,131

    その他の支出 13,140

  臨時収入 -

業務活動収支 1,321,253

  業務収入 18,745,872

    税収等収入 12,820,504

    国県等補助金収入 5,266,977

    使用料及び手数料収入 326,426

    その他の収入 331,965

    移転費用支出 10,976,612

      補助金等支出 3,804,904

      社会保障給付支出 5,841,501

      他会計への繰出支出 1,328,687

      その他の支出 1,521

    業務費用支出 6,433,736

      人件費支出 2,683,449

      物件費等支出 3,484,160

      支払利息支出 72,769

      その他の支出 193,358

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 17,410,348


