
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 73,576,827   固定負債 12,780,630

    有形固定資産 67,532,371     地方債 12,607,560

      事業用資産 33,236,591     長期未払金 -

        土地 22,215,958     退職手当引当金 -

        立木竹 2,872     損失補償等引当金 173,070

        建物 27,234,459     その他 -

        建物減価償却累計額 -16,922,499   流動負債 1,530,792

        工作物 1,352,123     １年内償還予定地方債 1,280,608

        工作物減価償却累計額 -710,691     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 219,604

        航空機 -     預り金 30,579

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,311,422

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 64,370   固定資産等形成分 76,295,123

      インフラ資産 33,820,911   余剰分（不足分） -12,558,916

        土地 4,685,109

        建物 85,907

        建物減価償却累計額 -61,241

        工作物 57,233,862

        工作物減価償却累計額 -29,504,152

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,381,425

      物品 767,778

      物品減価償却累計額 -292,908

    無形固定資産 80,893

      ソフトウェア 80,893

      その他 -

    投資その他の資産 5,963,562

      投資及び出資金 1,917,978

        有価証券 -

        出資金 1,917,978

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 304,856

      長期貸付金 113,607

      基金 3,640,199

        減債基金 -

        その他 3,640,199

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,078

  流動資産 4,470,801

    現金預金 1,676,836

    未収金 79,843

    短期貸付金 69,223

    基金 2,649,073

      財政調整基金 2,607,221

      減債基金 41,852

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,173 純資産合計 63,736,206

資産合計 78,047,628 負債及び純資産合計 78,047,628

貸借対照表
（令和3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 25,000

純行政コスト 25,384,170

    その他 -

  臨時利益 31,467

    資産売却益 6,467

    資産除売却損 2,589

    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 25,369,971

  臨時損失 45,666

    災害復旧事業費 43,077

  経常収益 821,796

    使用料及び手数料 322,447

    その他 499,349

      社会保障給付 6,020,607

      他会計への繰出金 1,349,484

      その他 8,188

        その他 224,933

    移転費用 17,464,129

      補助金等 10,085,851

      その他の業務費用 299,567

        支払利息 57,384

        徴収不能引当金繰入額 17,251

        維持補修費 289,313

        減価償却費 1,874,675

        その他 -

        その他 339,180

      物件費等 5,477,290

        物件費 3,313,301

        職員給与費 2,391,996

        賞与等引当金繰入額 219,604

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 26,191,767

    業務費用 8,727,638

      人件費 2,950,781

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：古賀市

会計：一般会計等 （単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -25,384,170 -25,384,170

  財源 25,581,957 25,581,957

    税収等 12,752,253 12,752,253

    国県等補助金 12,829,704 12,829,704

  本年度差額 197,787 197,787

  固定資産等の変動（内部変動） -694,809 694,809

    有形固定資産等の増加 1,090,648 -1,090,648

    有形固定資産等の減少 -1,874,675 1,874,675

    貸付金・基金等の増加 1,911,023 -1,911,023

    貸付金・基金等の減少 -1,821,805 1,821,805

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 26,215 26,215

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 224,002 -668,594 892,596

本年度末純資産残高 63,736,206 76,295,123 -12,558,916

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：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 30,977

本年度歳計外現金増減額 -397

本年度末歳計外現金残高 30,579

本年度末現金預金残高 1,676,836

    その他の収入 -

財務活動収支 -70,739

本年度資金収支額 807,234

前年度末資金残高 839,022

本年度末資金残高 1,646,256

  財務活動支出 1,272,408

    地方債償還支出 1,272,408

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,201,669

    地方債発行収入 1,201,669

    貸付金元金回収収入 72,501

    資産売却収入 6,467

    その他の収入 4,550

投資活動収支 -700,485

【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 1,684,021

    国県等補助金収入 295,258

    基金取崩収入 1,305,244

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,384,506

    公共施設等整備費支出 1,090,648

    基金積立金支出 1,226,923

    投資及び出資金支出 26,935

  臨時支出 45,666

    災害復旧事業費支出 43,077

    その他の支出 2,589

  臨時収入 16,179

業務活動収支 1,578,458

  業務収入 25,895,014

    税収等収入 12,750,051

    国県等補助金収入 12,518,267

    使用料及び手数料収入 322,049

    その他の収入 304,647

    移転費用支出 17,464,129

      補助金等支出 10,085,851

      社会保障給付支出 6,020,607

      他会計への繰出支出 1,349,484

      その他の支出 8,188

    業務費用支出 6,822,940

      人件費支出 2,946,758

      物件費等支出 3,602,614

      支払利息支出 57,384

      その他の支出 216,184

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 24,287,069


