
【様式第1号】

自治体名：古賀市

会計：連結会計 （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 120,040,263   固定負債 48,038,775

    有形固定資産 108,958,474     地方債等 26,875,475

      事業用資産 36,820,749     長期未払金 -

        土地 23,481,503     退職手当引当金 2,751,109

        立木竹 28,137     損失補償等引当金 -

        建物 31,143,559     その他 18,412,191

        建物減価償却累計額 -18,734,354   流動負債 3,517,030

        工作物 1,936,786     １年内償還予定地方債等 2,624,737

        工作物減価償却累計額 -1,038,482     未払金 556,005

        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 294,981

        航空機 -     預り金 40,871

        航空機減価償却累計額 -     その他 437

        その他 - 負債合計 51,555,806

        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 123,495,242

      インフラ資産 66,050,147   余剰分（不足分） -46,850,790

        土地 5,390,111   他団体出資等分 -

        建物 1,944,871

        建物減価償却累計額 -559,406

        工作物 91,805,314

        工作物減価償却累計額 -34,828,466

        その他 3,443

        その他減価償却累計額 -2,015

        建設仮勘定 2,296,294

      物品 14,392,171

      物品減価償却累計額 -8,304,593

    無形固定資産 1,846,553

      ソフトウェア 103,984

      その他 1,742,569

    投資その他の資産 9,235,236

      投資及び出資金 8,143

        有価証券 -

        出資金 8,143

        その他 -

      長期延滞債権 509,987

      長期貸付金 436

      基金 8,740,642

        減債基金 -

        その他 8,740,642

      その他 -

      徴収不能引当金 -23,972

  流動資産 8,159,995

    現金預金 4,051,531

    未収金 341,682

    短期貸付金 421

    基金 3,454,558

      財政調整基金 3,412,808

      減債基金 41,750

    棚卸資産 321,763

    その他 6,100

    徴収不能引当金 -16,061

  繰延資産 - 純資産合計 76,644,452

資産合計 128,200,257 負債及び純資産合計 128,200,257

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：古賀市

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 4,025

    その他 13,861

純行政コスト 34,727,155

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 30,841

  臨時利益 17,887

  臨時損失 54,960

    災害復旧事業費 1,131

    資産除売却損 22,988

    使用料及び手数料 2,624,221

    その他 1,103,640

純経常行政コスト 34,690,082

      社会保障給付 5,848,052

      その他 15,196

  経常収益 3,727,861

        その他 550,671

    移転費用 24,132,242

      補助金等 18,268,994

      その他の業務費用 915,550

        支払利息 332,860

        徴収不能引当金繰入額 32,019

        維持補修費 234,288

        減価償却費 4,030,113

        その他 -

        その他 232,652

      物件費等 9,393,889

        物件費 5,129,488

        職員給与費 3,454,331

        賞与等引当金繰入額 289,146

        退職手当引当金繰入額 134

  経常費用 38,417,943

    業務費用 14,285,702

      人件費 3,976,263

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 75,658,667 122,057,247 -46,398,581 -

  純行政コスト（△） -34,727,155 -34,727,155 -

  財源 34,727,734 34,727,734 -

    税収等 22,379,235 22,379,235 -

    国県等補助金 12,348,499 12,348,499 -

  本年度差額 578 578 -

  固定資産等の変動（内部変動） 750,277 -750,277

    有形固定資産等の増加 3,085,608 -3,085,608

    有形固定資産等の減少 -4,083,332 4,083,332

    貸付金・基金等の増加 3,668,210 -3,668,210

    貸付金・基金等の減少 -1,920,209 1,920,209

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 7,018 7,018

  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 -292,006 -327,324 35,319 -

  その他 1,270,194 1,008,024 262,171

  本年度純資産変動額 985,785 1,437,995 -452,210 -

本年度末純資産残高 76,644,452 123,495,242 -46,850,790 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 37,452

本年度歳計外現金増減額 -4,401

本年度末歳計外現金残高 33,051

本年度末現金預金残高 4,051,531

財務活動収支 -1,065,363

本年度資金収支額 -1,008,206

前年度末資金残高 5,028,948

比例連結割合変更に伴う差額 -2,262

本年度末資金残高 4,018,480

    地方債等償還支出 2,909,201

    その他の支出 547

  財務活動収入 1,844,386

    地方債等発行収入 1,844,386

    その他の収入 -

    資産売却収入 6,976

    その他の収入 480,133

投資活動収支 -3,014,738

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,909,749

    その他の支出 812

  投資活動収入 2,444,772

    国県等補助金収入 674,522

    基金取崩収入 1,240,132

    貸付金元金回収収入 43,009

  投資活動支出 5,459,510

    公共施設等整備費支出 2,820,859

    基金積立金支出 2,597,839

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 40,000

    災害復旧事業費支出 1,131

    その他の支出 43,981

  臨時収入 13,861

業務活動収支 3,071,895

【投資活動収支】

    税収等収入 22,141,624

    国県等補助金収入 11,481,463

    使用料及び手数料収入 2,719,461

    その他の収入 808,080

  臨時支出 45,112

    移転費用支出 24,132,242

      補助金等支出 18,268,994

      社会保障給付支出 5,848,052

      その他の支出 15,196

  業務収入 37,150,629

    業務費用支出 9,915,242

      人件費支出 3,945,961

      物件費等支出 5,122,047

      支払利息支出 332,860

      その他の支出 514,373

連結資金収支計算書
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 34,047,483


