
【様式第1号】

自治体名：古賀市

会計：全体会計 （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 109,743,937   固定負債 43,173,511

    有形固定資産 102,037,761     地方債等 25,481,854

      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 17,493,587

        建物減価償却累計額 -16,316,507   流動負債 3,039,683

        工作物 1,332,623     １年内償還予定地方債等 2,279,347

        工作物減価償却累計額 -642,669     未払金 471,514

        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 250,792

        航空機 -     預り金 38,030

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 46,213,194

        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 112,606,132

      インフラ資産 63,607,622   余剰分（不足分） -42,481,626

        土地 5,186,925   他団体出資等分 -

        建物 1,388,350

        建物減価償却累計額 -273,505

        工作物 89,244,624

        工作物減価償却累計額 -33,618,655

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,679,883

      物品 7,910,476

      物品減価償却累計額 -2,914,073

    無形固定資産 450,290

      ソフトウェア 100,410

      その他 349,880

    投資その他の資産 7,255,885

      投資及び出資金 1,612,243

        有価証券 -

        出資金 1,612,243

        その他 -

      長期延滞債権 508,904

      長期貸付金 182,830

      基金 4,975,881

        減債基金 -

        その他 4,975,881

      その他 -

      徴収不能引当金 -23,972

  流動資産 6,593,763

    現金預金 3,438,678

    未収金 302,006

    短期貸付金 29,290

    基金 2,832,905

      財政調整基金 2,791,155

      減債基金 41,750

    棚卸資産 1,010

    その他 5,935

    徴収不能引当金 -16,061

  繰延資産 - 純資産合計 70,124,506

資産合計 116,337,699 負債及び純資産合計 116,337,699

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 4,025

    その他 78,624

純行政コスト 28,016,958

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 28,731

  臨時利益 82,649

  臨時損失 50,634

    災害復旧事業費 1,131

    資産除売却損 20,772

    使用料及び手数料 2,165,581

    その他 655,999

純経常行政コスト 28,048,973

      社会保障給付 5,848,052

      その他 4,787

  経常収益 2,821,581

        その他 287,799

    移転費用 19,102,003

      補助金等 13,249,163

      その他の業務費用 630,887

        支払利息 311,070

        徴収不能引当金繰入額 32,019

        維持補修費 204,214

        減価償却費 3,431,010

        その他 -

        その他 210,518

      物件費等 8,082,604

        物件費 4,447,381

        職員給与費 2,599,584

        賞与等引当金繰入額 244,958

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 30,870,554

    業務費用 11,768,552

      人件費 3,055,060

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：全体会計 （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 69,566,565 111,330,724 -41,764,160 -

  純行政コスト（△） -28,016,958 -28,016,958 -

  財源 28,201,728 28,201,728 -

    税収等 16,608,789 16,608,789 -

    国県等補助金 11,592,939 11,592,939 -

  本年度差額 184,769 184,769 -

  固定資産等の変動（内部変動） 900,059 -900,059

    有形固定資産等の増加 2,897,974 -2,897,974

    有形固定資産等の減少 -3,441,592 3,441,592

    貸付金・基金等の増加 3,276,151 -3,276,151

    貸付金・基金等の減少 -1,832,475 1,832,475

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6,655 6,655

  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 366,517 368,694 -2,177

  本年度純資産変動額 557,941 1,275,407 -717,466 -

本年度末純資産残高 70,124,506 112,606,132 -42,481,626 -

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：全体会計 （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 3,438,678

財務活動収支 -851,694

本年度資金収支額 -1,015,931

前年度末資金残高 4,423,632

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,407,701

    地方債等償還支出 2,592,392

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,740,698

    地方債等発行収入 1,740,698

    その他の収入 -

    資産売却収入 6,976

    その他の収入 478,081

投資活動収支 -2,806,351

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,592,392

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,410,769

    国県等補助金収入 662,498

    基金取崩収入 1,173,468

    貸付金元金回収収入 89,747

  投資活動支出 5,217,120

    公共施設等整備費支出 2,662,737

    基金積立金支出 2,487,241

    投資及び出資金支出 27,143

    貸付金支出 40,000

    災害復旧事業費支出 1,131

    その他の支出 41,871

  臨時収入 12,553

業務活動収支 2,642,114

【投資活動収支】

    税収等収入 16,371,260

    国県等補助金収入 10,755,175

    使用料及び手数料収入 2,261,967

    その他の収入 438,785

  臨時支出 43,002

    移転費用支出 19,102,003

      補助金等支出 13,249,163

      社会保障給付支出 5,848,052

      その他の支出 4,787

  業務収入 29,827,186

    業務費用支出 8,052,620

      人件費支出 3,040,439

      物件費等支出 4,425,088

      支払利息支出 311,070

      その他の支出 276,024

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 27,154,623


