
久米島町_一般会計等 【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 36,002,714   固定負債 6,996,996

    有形固定資産 33,070,384     地方債 5,935,106

      事業用資産 15,123,883     長期未払金 -

        土地 3,388,211     退職手当引当金 981,270

        立木竹 -     損失補償等引当金 80,620

        建物 20,620,065     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,230,207   流動負債 874,939

        工作物 2,161,391     １年内償還予定地方債 757,598

        工作物減価償却累計額 -992,221     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 97,304

        航空機 -     預り金 20,036

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,871,935

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 176,645   固定資産等形成分 37,845,887

      インフラ資産 17,664,701   余剰分（不足分） -7,625,904

        土地 931,738

        建物 1,860,695

        建物減価償却累計額 -983,691

        工作物 37,509,504

        工作物減価償却累計額 -22,155,148

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 501,603

      物品 1,182,995

      物品減価償却累計額 -901,195

    無形固定資産 14,726

      ソフトウェア 14,726

      その他 -

    投資その他の資産 2,917,604

      投資及び出資金 335,694

        有価証券 145,660

        出資金 190,034

        その他 -

      投資損失引当金 -67,500

      長期延滞債権 51,428

      長期貸付金 55,688

      基金 2,546,998

        減債基金 59,460

        その他 2,487,538

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,703

  流動資産 2,089,204

    現金預金 211,360

    未収金 37,657

    短期貸付金 -

    基金 1,843,173

      財政調整基金 1,843,173

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,987 純資産合計 30,219,983

資産合計 38,091,918 負債及び純資産合計 38,091,918

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



久米島町_一般会計等 【様式第2号】

（単位：千円）

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 6,539,338

    業務費用 4,567,236

      人件費 1,658,610

        職員給与費 1,245,126

        賞与等引当金繰入額 97,304

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 316,180

      物件費等 2,806,535

        物件費 1,101,850

        維持補修費 187,503

        減価償却費 1,516,797

        その他 385

      その他の業務費用 102,091

        支払利息 79,068

        徴収不能引当金繰入額 7,690

        その他 15,333

    移転費用 1,972,102

      補助金等 1,214,868

      社会保障給付 466,366

      他会計への繰出金 284,521

      その他 6,347

  経常収益 402,817

    使用料及び手数料 99,925

    その他 302,892

純経常行政コスト 6,136,521

  臨時損失 89,915

    災害復旧事業費 29,405

    資産除売却損 60,510

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,030

純行政コスト 6,222,963

    その他 -

  臨時利益 3,472

    資産売却益 442



久米島町_一般会計等 【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 29,854,570 37,632,683 -7,778,113

  純行政コスト（△） -6,222,963 -6,222,963

  財源 6,564,215 6,564,215

    税収等 4,353,422 4,353,422

    国県等補助金 2,210,793 2,210,793

  本年度差額 341,252 341,252

  固定資産等の変動（内部変動） 189,043 -189,043

    有形固定資産等の増加 1,404,395 -1,404,395

    有形固定資産等の減少 -1,577,322 1,577,322

    貸付金・基金等の増加 546,157 -546,157

    貸付金・基金等の減少 -184,187 184,187

  資産評価差額 740 740

  無償所管換等 0 0

  その他 23,421 23,421 -

  本年度純資産変動額 365,413 213,204 152,209

本年度末純資産残高 30,219,983 37,845,887 -7,625,904

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



久米島町_一般会計等 【様式第4号】

（単位：千円）

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,000,820

    業務費用支出 3,028,717

      人件費支出 1,656,168

      物件費等支出 1,293,481

      支払利息支出 79,068

      その他の支出 -

    移転費用支出 1,972,102

      補助金等支出 1,214,868

      社会保障給付支出 466,366

      他会計への繰出支出 284,521

      その他の支出 6,347

  業務収入 5,881,671

    税収等収入 4,351,805

    国県等補助金収入 1,240,281

    使用料及び手数料収入 96,848

    その他の収入 192,737

  臨時支出 29,405

    災害復旧事業費支出 29,405

    その他の支出 -

  臨時収入 10,267

業務活動収支 861,714

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,903,518

    公共施設等整備費支出 1,404,395

    基金積立金支出 499,123

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,082,474

    国県等補助金収入 960,245

    基金取崩収入 121,771

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 458

    その他の収入 -

投資活動収支 -821,043

【財務活動収支】

  財務活動支出 822,365

    地方債償還支出 822,365

    その他の支出 -

  財務活動収入 641,030

    地方債発行収入 641,030

前年度末歳計外現金残高 13,006

本年度歳計外現金増減額 7,030

本年度末歳計外現金残高 20,036

本年度末現金預金残高 211,360

    その他の収入 -

財務活動収支 -181,335

本年度資金収支額 -140,664

前年度末資金残高 331,988

本年度末資金残高 191,324


