
久米島町_連結会計 【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 43,332,798   固定負債 10,401,854

    有形固定資産 39,423,312     地方債等 7,874,744

      事業用資産 15,371,028     長期未払金 -

        土地 3,432,407     退職手当引当金 1,630,504

        立木竹 -     損失補償等引当金 80,620

        建物 21,074,375     その他 815,985

        建物減価償却累計額 -10,492,538   流動負債 1,079,569

        工作物 2,187,583     １年内償還予定地方債等 919,501

        工作物減価償却累計額 -1,007,446     未払金 30,975

        船舶 -     未払費用 843

        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 103,084

        航空機 -     預り金 24,509

        航空機減価償却累計額 -     その他 657

        その他 - 負債合計 11,481,423

        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 45,203,740

      インフラ資産 23,681,613   余剰分（不足分） -10,740,875

        土地 940,203   他団体出資等分 -

        建物 4,481,765

        建物減価償却累計額 -2,426,174

        工作物 46,559,774

        工作物減価償却累計額 -26,477,812

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 603,856

      物品 1,451,671

      物品減価償却累計額 -1,081,000

    無形固定資産 256,253

      ソフトウェア 30,292

      その他 225,961

    投資その他の資産 3,653,233

      投資及び出資金 268,196

        有価証券 78,162

        出資金 190,034

        その他 -

      長期延滞債権 91,012

      長期貸付金 56,263

      基金 3,244,379

        減債基金 59,460

        その他 3,184,919

      その他 2,084

      徴収不能引当金 -8,700

  流動資産 2,611,490

    現金預金 638,434

    未収金 102,753

    短期貸付金 50

    基金 1,870,892

      財政調整基金 1,870,892

      減債基金 -

    棚卸資産 1,893

    その他 4,174

    徴収不能引当金 -6,707

  繰延資産 - 純資産合計 34,462,865

資産合計 45,944,287 負債及び純資産合計 45,944,287

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



久米島町_連結会計 【様式第2号】

（単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 9,967,941

    業務費用 5,524,700

      人件費 1,986,782

        職員給与費 1,481,450

        賞与等引当金繰入額 103,084

        退職手当引当金繰入額 38,170

        その他 364,079

      物件費等 3,284,511

        物件費 1,281,337

        維持補修費 201,120

        減価償却費 1,787,624

        その他 14,429

      その他の業務費用 253,408

        支払利息 131,196

        徴収不能引当金繰入額 19,869

        その他 102,343

    移転費用 4,443,241

      補助金等 3,965,422

      社会保障給付 466,366

      その他 11,453

  経常収益 751,416

    使用料及び手数料 334,441

    その他 416,975

純経常行政コスト 9,216,525

  臨時損失 92,603

    災害復旧事業費 29,405

    資産除売却損 60,513

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,685

  臨時利益 3,472

    資産売却益 442

    その他 3,030

純行政コスト 9,305,656



久米島町_連結会計 【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 34,110,229 45,105,820 -10,995,590 -

  純行政コスト（△） -9,305,656 -9,305,656 -

  財源 9,634,131 9,634,131 -

    税収等 5,948,475 5,948,475 -

    国県等補助金 3,685,655 3,685,655 -

  本年度差額 328,475 328,475 -

  固定資産等の変動（内部変動） 73,760 -73,760

    有形固定資産等の増加 1,527,160 -1,527,160

    有形固定資産等の減少 -1,848,294 1,848,294

    貸付金・基金等の増加 638,266 -638,266

    貸付金・基金等の減少 -243,372 243,372

  資産評価差額 740 740

  無償所管換等 0 0

  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 23,420 23,420 -

  本年度純資産変動額 352,635 97,920 254,715 -

本年度末純資産残高 34,462,865 45,203,740 -10,740,875 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



久米島町_連結会計 【様式第4号】

（単位：千円）

連結資金収支計算書
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 8,087,937

    業務費用支出 3,644,696

      人件費支出 1,945,761

      物件費等支出 1,524,639

      支払利息支出 131,196

      その他の支出 43,100

    移転費用支出 4,443,241

      補助金等支出 3,965,422

      社会保障給付支出 466,366

      その他の支出 11,453

  業務収入 9,234,565

    税収等収入 5,883,977

    国県等補助金収入 2,710,741

    使用料及び手数料収入 337,922

    その他の収入 301,926

  臨時支出 32,090

    災害復旧事業費支出 29,405

    その他の支出 2,685

  臨時収入 10,267

業務活動収支 1,124,805

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,095,257

    公共施設等整備費支出 1,541,343

    基金積立金支出 553,915

    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 1,118,741

    国県等補助金収入 968,609

    基金取崩収入 143,915

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 458

    その他の収入 5,759

投資活動収支 -976,516

【財務活動収支】

  財務活動支出 995,719

    地方債等償還支出 995,306

    その他の支出 413

  財務活動収入 702,888

    地方債等発行収入 687,230

    その他の収入 15,658

前年度末歳計外現金残高 13,006

本年度歳計外現金増減額 7,138

本年度末歳計外現金残高 20,144

本年度末現金預金残高 638,434

財務活動収支 -292,832

本年度資金収支額 -144,542

前年度末資金残高 762,833

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 618,290


