
【様式第1号】

自治体名：古賀市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 108,391,550   固定負債 42,071,773

    有形固定資産 100,645,743     地方債等 24,865,638

      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 17,033,065

        建物減価償却累計額 -16,922,499   流動負債 3,234,855

        工作物 1,352,123     １年内償還予定地方債等 2,330,236

        工作物減価償却累計額 -710,691     未払金 618,298

        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 248,571

        航空機 -     預り金 37,751

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 45,306,628

        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 111,456,491

      インフラ資産 62,667,599   余剰分（不足分） -40,927,911

        土地 5,256,280   他団体出資等分 -

        建物 1,390,319

        建物減価償却累計額 -343,987

        工作物 90,469,502

        工作物減価償却累計額 -35,702,585

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,598,070

      物品 8,322,350

      物品減価償却累計額 -3,580,797

    無形固定資産 438,531

      ソフトウェア 100,836

      その他 337,695

    投資その他の資産 7,307,277

      投資及び出資金 1,639,178

        有価証券 -

        出資金 1,639,178

        その他 -

      長期延滞債権 455,334

      長期貸付金 113,607

      基金 5,121,983

        減債基金 -

        その他 5,121,983

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,825

  流動資産 7,443,658

    現金預金 4,115,383

    未収金 278,434

    短期貸付金 69,223

    基金 2,995,717

      財政調整基金 2,953,865

      減債基金 41,852

    棚卸資産 1,010

    その他 -

    徴収不能引当金 -16,109

  繰延資産 - 純資産合計 70,528,580

資産合計 115,835,208 負債及び純資産合計 115,835,208

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 6,467

    その他 28,258

純行政コスト 35,228,654

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 229

  臨時利益 34,725

  臨時損失 58,156

    災害復旧事業費 43,077

    資産除売却損 14,851

    使用料及び手数料 2,172,507

    その他 618,017

純経常行政コスト 35,205,223

      社会保障給付 6,027,624

      その他 12,211

  経常収益 2,790,525

        その他 323,363

    移転費用 25,673,541

      補助金等 19,633,706

      その他の業務費用 627,696

        支払利息 272,284

        徴収不能引当金繰入額 32,049

        維持補修費 341,083

        減価償却費 3,554,008

        その他 -

        その他 384,001

      物件費等 8,331,221

        物件費 4,436,130

        職員給与費 2,733,283

        賞与等引当金繰入額 246,005

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 37,995,748

    業務費用 12,322,207

      人件費 3,363,289

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：全体会計 （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 70,124,506 112,606,132 -42,481,626 -

  純行政コスト（△） -35,228,654 -35,228,654 -

  財源 35,335,208 35,335,208 -

    税収等 16,542,114 16,542,114 -

    国県等補助金 18,793,094 18,793,094 -

  本年度差額 106,554 106,554 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,175,855 1,175,855

    有形固定資産等の増加 2,136,277 -2,136,277

    有形固定資産等の減少 -3,566,270 3,566,270

    貸付金・基金等の増加 2,254,187 -2,254,187

    貸付金・基金等の減少 -2,000,050 2,000,050

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 26,215 26,215

  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 271,306 - 271,306

  本年度純資産変動額 404,074 -1,149,641 1,553,715 -

本年度末純資産残高 70,528,580 111,456,491 -40,927,911 -

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：全体会計 （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 4,115,383

財務活動収支 -565,327

本年度資金収支額 677,102

前年度末資金残高 3,407,701

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,084,803

    地方債等償還支出 2,335,696

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,770,369

    地方債等発行収入 1,770,369

    その他の収入 -

    資産売却収入 8,220

    その他の収入 203,687

投資活動収支 -1,424,771

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,335,696

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,124,657

    国県等補助金収入 535,004

    基金取崩収入 1,305,244

    貸付金元金回収収入 72,501

  投資活動支出 3,549,428

    公共施設等整備費支出 2,073,718

    基金積立金支出 1,408,774

    投資及び出資金支出 26,935

    貸付金支出 40,000

    災害復旧事業費支出 43,077

    その他の支出 2,818

  臨時収入 19,437

業務活動収支 2,667,199

【投資活動収支】

    税収等収入 16,315,333

    国県等補助金収入 18,035,336

    使用料及び手数料収入 2,175,901

    その他の収入 424,437

  臨時支出 45,895

    移転費用支出 25,673,541

      補助金等支出 19,633,706

      社会保障給付支出 6,027,624

      その他の支出 12,211

  業務収入 36,951,007

    業務費用支出 8,583,809

      人件費支出 3,365,392

      物件費等支出 4,631,559

      支払利息支出 272,284

      その他の支出 314,574

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 34,257,350


