
【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 74,022,625   固定負債 13,307,589

    有形固定資産 67,377,515     地方債 13,028,232

      事業用資産 33,446,742     長期未払金 -

        土地 22,259,771     退職手当引当金 -

        立木竹 2,872     損失補償等引当金 279,357

        建物 28,132,089     その他 -

        建物減価償却累計額 -17,584,298   流動負債 1,639,209

        工作物 1,398,290     １年内償還予定地方債 1,400,337

        工作物減価償却累計額 -779,450     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 206,771

        航空機 -     預り金 32,102

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,946,799

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 17,468   固定資産等形成分 77,745,452

      インフラ資産 33,521,731   余剰分（不足分） -12,668,363

        土地 4,899,139

        建物 109,386

        建物減価償却累計額 -78,054

        工作物 59,219,979

        工作物減価償却累計額 -30,705,752

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 77,033

      物品 859,490

      物品減価償却累計額 -450,448

    無形固定資産 87,519

      ソフトウェア 87,519

      その他 -

    投資その他の資産 6,557,591

      投資及び出資金 1,949,132

        有価証券 -

        出資金 1,949,132

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 278,746

      長期貸付金 86,265

      基金 4,206,798

        減債基金 -

        その他 4,206,798

      その他 51,196

      徴収不能引当金 -14,546

  流動資産 6,001,262

    現金預金 2,237,175

    未収金 42,809

    短期貸付金 35,041

    基金 3,687,786

      財政調整基金 3,365,856

      減債基金 321,930

    棚卸資産 -

    その他 360

    徴収不能引当金 -1,908 純資産合計 65,077,089

資産合計 80,023,887 負債及び純資産合計 80,023,887

貸借対照表
（令和4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 -

純行政コスト 21,487,540

    その他 -

  臨時利益 8,102

    資産売却益 8,102

    資産除売却損 43,793

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 106,287

純経常行政コスト 21,337,503

  臨時損失 158,139

    災害復旧事業費 8,059

  経常収益 774,297

    使用料及び手数料 323,798

    その他 450,499

      社会保障給付 6,165,612

      他会計への繰出金 1,320,944

      その他 2,510

        その他 272,128

    移転費用 13,068,595

      補助金等 5,579,529

      その他の業務費用 332,605

        支払利息 44,023

        徴収不能引当金繰入額 16,454

        維持補修費 267,561

        減価償却費 1,915,871

        その他 -

        その他 306,837

      物件費等 5,715,038

        物件費 3,531,606

        職員給与費 2,481,955

        賞与等引当金繰入額 206,771

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 22,111,801

    業務費用 9,043,206

      人件費 2,995,563

行政コスト計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4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 63,736,206 76,295,123 -12,558,916

  純行政コスト（△） -21,487,540 -21,487,540

  財源 22,276,403 22,276,403

    税収等 13,661,237 13,661,237

    国県等補助金 8,615,166 8,615,166

  本年度差額 788,863 788,863

  固定資産等の変動（内部変動） 898,310 -898,310

    有形固定資産等の増加 1,275,727 -1,275,727

    有形固定資産等の減少 -1,924,062 1,924,062

    貸付金・基金等の増加 2,854,807 -2,854,807

    貸付金・基金等の減少 -1,308,162 1,308,162

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 500,103 500,103

  その他 51,916 51,916 -

  本年度純資産変動額 1,340,882 1,450,329 -109,447

本年度末純資産残高 65,077,089 77,745,452 -12,668,363

純資産変動計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4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 30,579

本年度歳計外現金増減額 1,522

本年度末歳計外現金残高 32,102

本年度末現金預金残高 2,237,175

    その他の収入 360

財務活動収支 540,761

本年度資金収支額 558,817

前年度末資金残高 1,646,256

本年度末資金残高 2,205,073

  財務活動支出 1,280,608

    地方債償還支出 1,280,608

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,821,369

    地方債発行収入 1,821,009

    貸付金元金回収収入 103,399

    資産売却収入 8,102

    その他の収入 294

投資活動収支 -2,377,575

【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 1,269,001

    国県等補助金収入 313,430

    基金取崩収入 843,776

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,646,576

    公共施設等整備費支出 1,275,727

    基金積立金支出 2,299,694

    投資及び出資金支出 31,154

  臨時支出 43,661

    災害復旧事業費支出 8,059

    その他の支出 35,603

  臨時収入 11,867

業務活動収支 2,395,630

  業務収入 22,611,284

    税収等収入 13,698,466

    国県等補助金収入 8,289,869

    使用料及び手数料収入 323,557

    その他の収入 299,392

    移転費用支出 13,068,595

      補助金等支出 5,579,529

      社会保障給付支出 6,165,612

      他会計への繰出支出 1,320,944

      その他の支出 2,510

    業務費用支出 7,115,264

      人件費支出 3,008,396

      物件費等支出 3,799,167

      支払利息支出 44,023

      その他の支出 263,678

資金収支計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 20,183,859


