
【様式第1号】

自治体名：古賀市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 118,800,226   固定負債 46,786,060

    有形固定資産 107,264,074     地方債等 25,991,388

      事業用資産 36,555,284     長期未払金 -

        土地 23,483,683     退職手当引当金 2,884,566

        立木竹 27,972     損失補償等引当金 -

        建物 31,598,364     その他 17,910,106

        建物減価償却累計額 -19,458,768   流動負債 3,708,673

        工作物 1,966,951     １年内償還予定地方債等 2,676,484

        工作物減価償却累計額 -1,127,288     未払金 697,806

        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 293,195

        航空機 -     預り金 40,635

        航空機減価償却累計額 -     その他 553

        その他 - 負債合計 50,494,733

        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 122,241,480

      インフラ資産 64,956,540   余剰分（不足分） -45,020,177

        土地 5,513,223   他団体出資等分 -

        建物 1,946,795

        建物減価償却累計額 -635,699

        工作物 93,144,019

        工作物減価償却累計額 -36,958,547

        その他 3,572

        その他減価償却累計額 -1,892

        建設仮勘定 1,945,069

      物品 14,963,530

      物品減価償却累計額 -9,211,280

    無形固定資産 1,928,588

      ソフトウェア 103,258

      その他 1,825,330

    投資その他の資産 9,607,565

      投資及び出資金 37,786

        有価証券 29,643

        出資金 8,143

        その他 -

      長期延滞債権 456,235

      長期貸付金 -

      基金 9,136,369

        減債基金 -

        その他 9,136,369

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,825

  流動資産 8,915,809

    現金預金 4,888,200

    未収金 309,650

    短期貸付金 436

    基金 3,440,817

      財政調整基金 3,398,965

      減債基金 41,852

    棚卸資産 292,650

    その他 165

    徴収不能引当金 -16,109

  繰延資産 - 純資産合計 77,221,303

資産合計 127,716,036 負債及び純資産合計 127,716,036

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：古賀市

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 6,467

    その他 3,332

純行政コスト 41,835,237

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,064

  臨時利益 9,799

  臨時損失 60,120

    災害復旧事業費 43,077

    資産除売却損 15,979

    使用料及び手数料 2,633,042

    その他 1,093,038

純経常行政コスト 41,784,917

      社会保障給付 6,027,624

      その他 25,975

  経常収益 3,726,081

        その他 652,805

    移転費用 30,650,718

      補助金等 24,597,119

      その他の業務費用 976,000

        支払利息 291,145

        徴収不能引当金繰入額 32,049

        維持補修費 356,679

        減価償却費 3,939,207

        その他 -

        その他 407,157

      物件費等 9,488,373

        物件費 5,192,488

        職員給与費 3,637,849

        賞与等引当金繰入額 290,539

        退職手当引当金繰入額 60,361

  経常費用 45,510,997

    業務費用 14,860,279

      人件費 4,395,906

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：千円）

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 76,644,452 123,495,242 -46,850,790 -

  純行政コスト（△） -41,835,237 -41,835,237 -

  財源 42,034,261 42,034,261 -

    税収等 22,452,228 22,452,228 -

    国県等補助金 19,582,034 19,582,034 -

  本年度差額 199,024 199,024 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,368,441 1,368,441

    有形固定資産等の増加 2,286,117 -2,286,117

    有形固定資産等の減少 -3,953,228 3,953,228

    貸付金・基金等の増加 2,361,489 -2,361,489

    貸付金・基金等の減少 -2,062,819 2,062,819

  資産評価差額 -7 -7

  無償所管換等 26,568 26,568

  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 20,186 52,351 -32,165 -

  その他 331,079 35,766 295,314

  本年度純資産変動額 576,851 -1,253,762 1,830,613 -

本年度末純資産残高 77,221,303 122,241,480 -45,020,177 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 33,051

本年度歳計外現金増減額 -438

本年度末歳計外現金残高 32,613

本年度末現金預金残高 4,888,200

財務活動収支 -832,432

本年度資金収支額 831,559

前年度末資金残高 4,018,480

比例連結割合変更に伴う差額 5,547

本年度末資金残高 4,855,587

    地方債等償還支出 2,683,722

    その他の支出 513

  財務活動収入 1,851,802

    地方債等発行収入 1,851,798

    その他の収入 4

    資産売却収入 8,220

    その他の収入 206,285

投資活動収支 -1,550,652

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,684,235

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,149,343

    国県等補助金収入 548,659

    基金取崩収入 1,342,545

    貸付金元金回収収入 43,633

  投資活動支出 3,699,995

    公共施設等整備費支出 2,190,839

    基金積立金支出 1,439,513

    投資及び出資金支出 29,643

    貸付金支出 40,000

    災害復旧事業費支出 43,077

    その他の支出 3,653

  臨時収入 20,434

業務活動収支 3,214,644

【投資活動収支】

    税収等収入 22,225,446

    国県等補助金収入 18,793,645

    使用料及び手数料収入 2,644,823

    その他の収入 825,002

  臨時支出 46,730

    移転費用支出 30,650,718

      補助金等支出 24,597,119

      社会保障給付支出 6,027,624

      その他の支出 25,975

  業務収入 44,488,916

    業務費用支出 10,597,258

      人件費支出 4,283,292

      物件費等支出 5,410,031

      支払利息支出 291,145

      その他の支出 612,790

連結資金収支計算書
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 41,247,976


