
【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 108,204,212   固定負債 41,418,718

    有形固定資産 99,788,633     地方債等 24,613,410

      事業用資産 33,456,774     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 16,525,951

        建物減価償却累計額 -17,584,298   流動負債 3,367,002

        工作物 1,398,290     １年内償還予定地方債等 2,450,637

        工作物減価償却累計額 -779,450     未払金 643,001

        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 234,061

        航空機 -     預り金 39,303

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 44,785,721

        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 112,357,704

      インフラ資産 62,036,171   余剰分（不足分） -40,037,117

        土地 5,463,059   他団体出資等分 -

        建物 1,514,814

        建物減価償却累計額 -377,005

        工作物 92,882,073

        工作物減価償却累計額 -37,534,276

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 87,506

      物品 8,357,468

      物品減価償却累計額 -4,061,780

    無形固定資産 427,952

      ソフトウェア 102,196

      その他 325,756

    投資その他の資産 7,987,627

      投資及び出資金 1,670,332

        有価証券 -

        出資金 1,670,332

        その他 -

      長期延滞債権 409,695

      長期貸付金 86,265

      基金 5,792,516

        減債基金 -

        その他 5,792,516

      その他 51,196

      徴収不能引当金 -22,377

  流動資産 8,902,095

    現金預金 4,460,173

    未収金 300,180

    短期貸付金 35,041

    基金 4,118,451

      財政調整基金 3,796,521

      減債基金 321,930

    棚卸資産 1,010

    その他 360

    徴収不能引当金 -13,120

  繰延資産 - 純資産合計 72,320,587

資産合計 117,106,307 負債及び純資産合計 117,106,307

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 8,102

    その他 184,895

純行政コスト 31,271,258

    損失補償等引当金繰入額 106,287

    その他 365

  臨時利益 192,997

  臨時損失 262,259

    災害復旧事業費 8,059

    資産除売却損 147,548

    使用料及び手数料 2,180,652

    その他 721,624

純経常行政コスト 31,201,996

      社会保障給付 6,169,917

      その他 2,510

  経常収益 2,902,277

        その他 417,965

    移転費用 21,522,764

      補助金等 15,350,337

      その他の業務費用 684,637

        支払利息 238,618

        徴収不能引当金繰入額 28,054

        維持補修費 328,721

        減価償却費 3,461,127

        その他 -

        その他 347,008

      物件費等 8,562,367

        物件費 4,772,519

        職員給与費 2,757,315

        賞与等引当金繰入額 230,183

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 34,104,273

    業務費用 12,581,509

      人件費 3,334,506

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：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 70,528,580 111,456,491 -40,927,911 -

  純行政コスト（△） -31,271,258 -31,271,258 -

  財源 32,243,900 32,243,900 -

    税収等 17,469,123 17,469,123 -

    国県等補助金 14,774,776 14,774,776 -

  本年度差額 972,641 972,641 -

  固定資産等の変動（内部変動） 349,193 -349,193

    有形固定資産等の増加 2,205,280 -2,205,280

    有形固定資産等の減少 -3,573,072 3,573,072

    貸付金・基金等の増加 3,242,307 -3,242,307

    貸付金・基金等の減少 -1,525,322 1,525,322

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 500,103 500,103

  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 319,262 51,916 267,346

  本年度純資産変動額 1,792,007 901,213 890,794 -

本年度末純資産残高 72,320,587 112,357,704 -40,037,117 -

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：全体会計 （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 4,460,173

財務活動収支 -131,467

本年度資金収支額 343,268

前年度末資金残高 4,084,803

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,428,072

    地方債等償還支出 2,330,236

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,198,769

    地方債等発行収入 2,198,409

    その他の収入 360

    資産売却収入 8,102

    その他の収入 242,268

投資活動収支 -3,178,052

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,330,236

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,753,226

    国県等補助金収入 496,830

    基金取崩収入 902,627

    貸付金元金回収収入 103,399

  投資活動支出 4,931,278

    公共施設等整備費支出 2,313,625

    基金積立金支出 2,546,499

    投資及び出資金支出 31,154

    貸付金支出 40,000

    災害復旧事業費支出 8,059

    その他の支出 35,968

  臨時収入 196,762

業務活動収支 3,652,787

【投資活動収支】

    税収等収入 17,354,687

    国県等補助金収入 14,047,836

    使用料及び手数料収入 2,121,836

    その他の収入 568,865

  臨時支出 44,027

    移転費用支出 21,522,764

      補助金等支出 15,350,337

      社会保障給付支出 6,169,917

      その他の支出 2,510

  業務収入 34,093,223

    業務費用支出 9,070,407

      人件費支出 3,349,016

      物件費等支出 5,076,507

      支払利息支出 238,618

      その他の支出 406,267

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 30,593,171


