
【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 118,576,373   固定負債 45,818,960

    有形固定資産 106,318,827     地方債等 25,488,529

      事業用資産 36,707,044     長期未払金 -

        土地 23,540,732     退職手当引当金 2,942,452

        立木竹 27,995     損失補償等引当金 -

        建物 32,542,380     その他 17,387,980

        建物減価償却累計額 -20,239,743   流動負債 3,953,473

        工作物 2,027,099     １年内償還予定地方債等 2,912,710

        工作物減価償却累計額 -1,218,919     未払金 719,356

        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 278,434

        航空機 -     預り金 42,463

        航空機減価償却累計額 -     その他 509

        その他 - 負債合計 49,772,433

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 27,500   固定資産等形成分 123,060,128

      インフラ資産 64,339,827   余剰分（不足分） -43,906,390

        土地 5,721,121   他団体出資等分 -

        建物 2,075,088

        建物減価償却累計額 -679,038

        工作物 95,569,723

        工作物減価償却累計額 -38,845,965

        その他 3,537

        その他減価償却累計額 -2,177

        建設仮勘定 497,537

      物品 15,207,970

      物品減価償却累計額 -9,936,014

    無形固定資産 1,870,200

      ソフトウェア 103,460

      その他 1,766,741

    投資その他の資産 10,387,345

      投資及び出資金 52,801

        有価証券 44,658

        出資金 8,143

        その他 -

      長期延滞債権 410,752

      長期貸付金 -

      基金 9,895,011

        減債基金 -

        その他 9,895,011

      その他 51,196

      徴収不能引当金 -22,415

  流動資産 10,349,799

    現金預金 5,140,271

    未収金 339,547

    短期貸付金 -

    基金 4,483,756

      財政調整基金 4,161,826

      減債基金 321,930

    棚卸資産 398,818

    その他 531

    徴収不能引当金 -13,123

  繰延資産 - 純資産合計 79,153,739

資産合計 128,926,172 負債及び純資産合計 128,926,172

連結貸借対照表
（令和4年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：古賀市

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 8,186

    その他 184,986

純行政コスト 38,255,128

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 827

  臨時利益 193,172

  臨時損失 157,337

    災害復旧事業費 8,059

    資産除売却損 148,452

    使用料及び手数料 2,645,522

    その他 1,317,765

純経常行政コスト 38,290,962

      社会保障給付 6,169,917

      その他 19,752

  経常収益 3,963,288

        その他 950,136

    移転費用 26,928,594

      補助金等 20,738,925

      その他の業務費用 1,232,262

        支払利息 254,031

        徴収不能引当金繰入額 28,096

        維持補修費 347,283

        減価償却費 3,832,519

        その他 -

        その他 368,949

      物件費等 9,799,766

        物件費 5,619,964

        職員給与費 3,650,124

        賞与等引当金繰入額 274,556

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 42,254,250

    業務費用 15,325,656

      人件費 4,293,628

連結行政コスト計算書
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：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 77,221,303 122,241,480 -45,020,177 -

  純行政コスト（△） -38,255,128 -38,255,128 -

  財源 39,281,782 39,281,782 -

    税収等 23,708,533 23,708,533 -

    国県等補助金 15,573,249 15,573,249 -

  本年度差額 1,026,654 1,026,654 -

  固定資産等の変動（内部変動） 178,161 -178,161

    有形固定資産等の増加 2,370,336 -2,339,186

    有形固定資産等の減少 -3,945,368 3,884,280

    貸付金・基金等の増加 3,414,265 -3,445,415

    貸付金・基金等の減少 -1,661,071 1,722,159

  資産評価差額 -1,569 -1,569

  無償所管換等 512,804 512,804

  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 75,003 77,341 -2,339 -

  その他 319,545 51,912 267,633

  本年度純資産変動額 1,932,436 818,649 1,113,788 -

本年度末純資産残高 79,153,739 123,060,128 -43,906,390 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 32,613

本年度歳計外現金増減額 1,572

本年度末歳計外現金残高 34,186

本年度末現金預金残高 5,140,271

財務活動収支 -273,054

本年度資金収支額 242,129

前年度末資金残高 4,855,587

比例連結割合変更に伴う差額 8,370

本年度末資金残高 5,106,085

    地方債等償還支出 2,677,485

    その他の支出 591

  財務活動収入 2,405,022

    地方債等発行収入 2,404,662

    その他の収入 360

    資産売却収入 8,186

    その他の収入 242,968

投資活動収支 -3,204,507

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,678,077

    その他の支出 1,009

  投資活動収入 1,876,648

    国県等補助金収入 512,306

    基金取崩収入 1,070,878

    貸付金元金回収収入 42,311

  投資活動支出 5,081,155

    公共施設等整備費支出 2,451,210

    基金積立金支出 2,574,046

    投資及び出資金支出 14,890

    貸付金支出 40,000

    災害復旧事業費支出 8,059

    その他の支出 36,430

  臨時収入 196,853

業務活動収支 3,719,690

【投資活動収支】

    税収等収入 23,594,096

    国県等補助金収入 14,812,880

    使用料及び手数料収入 2,578,588

    その他の収入 1,062,284

  臨時支出 44,488

    移転費用支出 26,928,594

      補助金等支出 20,738,925

      社会保障給付支出 6,169,917

      その他の支出 19,752

  業務収入 42,047,848

    業務費用支出 11,551,928

      人件費支出 4,280,068

      物件費等支出 5,946,022

      支払利息支出 254,031

      その他の支出 1,071,808

連結資金収支計算書
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 38,480,522


