
【様式第1号】

自治体名：久米島町

会計：連結会計 （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 42,343,957   固定負債 9,493,622

    有形固定資産 38,607,805     地方債等 7,201,469

      事業用資産 15,116,479     長期未払金 639

        土地 3,423,545     退職手当引当金 1,492,511

        立木竹 -     損失補償等引当金 36,580

        建物 22,225,027     その他 762,424

        建物減価償却累計額 -12,132,209   流動負債 955,311

        工作物 2,430,377     １年内償還予定地方債等 796,495

        工作物減価償却累計額 -1,263,044     未払金 14,150

        船舶 -     未払費用 1,039

        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 101,363

        航空機 -     預り金 36,196

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,068

        その他 - 負債合計 10,448,933

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 432,782   固定資産等形成分 44,204,131

      インフラ資産 23,070,681   余剰分（不足分） -9,604,677

        土地 954,029   他団体出資等分 -

        建物 4,540,707

        建物減価償却累計額 -2,802,155

        工作物 48,245,578

        工作物減価償却累計額 -28,140,275

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 272,798

      物品 2,930,962

      物品減価償却累計額 -2,510,317

    無形固定資産 195,243

      ソフトウェア 15,637

      その他 179,606

    投資その他の資産 3,540,909

      投資及び出資金 268,458

        有価証券 122,260

        出資金 146,198

        その他 -

      長期延滞債権 115,994

      長期貸付金 73,593

      基金 3,091,073

        減債基金 59,653

        その他 3,031,419

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,210

  流動資産 2,704,431

    現金預金 774,617

    未収金 77,133

    短期貸付金 9,853

    基金 1,850,321

      財政調整基金 1,850,321

      減債基金 -

    棚卸資産 2,450

    その他 167

    徴収不能引当金 -10,111

  繰延資産 - 純資産合計 34,599,454

資産合計 45,048,388 負債及び純資産合計 45,048,388

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：久米島町

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 7,428

純行政コスト 9,299,235

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 123

  臨時利益 7,428

  臨時損失 53,523

    災害復旧事業費 30,986

    資産除売却損 22,414

    使用料及び手数料 302,968

    その他 400,785

純経常行政コスト 9,253,140

      社会保障給付 378,007

      その他 5,322

  経常収益 703,753

        その他 71,333

    移転費用 4,067,442

      補助金等 3,684,113

      その他の業務費用 172,079

        支払利息 83,504

        徴収不能引当金繰入額 17,242

        維持補修費 230,403

        減価償却費 1,839,886

        その他 52,549

        その他 241,708

      物件費等 3,899,977

        物件費 1,777,139

        職員給与費 1,354,349

        賞与等引当金繰入額 101,315

        退職手当引当金繰入額 120,023

  経常費用 9,956,893

    業務費用 5,889,451

      人件費 1,817,395

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：久米島町

会計：連結会計 （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 34,585,081 44,566,595 -9,981,513 -

  純行政コスト（△） -9,299,235 -9,299,235 -

  財源 9,249,129 9,249,129 -

    税収等 5,542,962 5,542,962 -

    国県等補助金 3,706,167 3,706,167 -

  本年度差額 -50,107 -50,107 -

  固定資産等の変動（内部変動） -351,625 351,625

    有形固定資産等の増加 1,642,389 -1,642,389

    有形固定資産等の減少 -1,863,269 1,863,269

    貸付金・基金等の増加 617,009 -617,009

    貸付金・基金等の減少 -747,754 747,754

  資産評価差額 8,510 8,510

  無償所管換等 5,809 5,809

  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 -15,430 -48,075 32,645 -

  その他 65,590 22,917 42,674

  本年度純資産変動額 14,373 -362,463 376,837 -

本年度末純資産残高 34,599,454 44,204,131 -9,604,677 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：久米島町

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 31,952

本年度歳計外現金増減額 -2,097

本年度末歳計外現金残高 29,855

本年度末現金預金残高 774,617

財務活動収支 -193,463

本年度資金収支額 89,470

前年度末資金残高 663,854

比例連結割合変更に伴う差額 -8,561

本年度末資金残高 744,762

    地方債等償還支出 835,640

    その他の支出 2,603

  財務活動収入 644,780

    地方債等発行収入 627,164

    その他の収入 17,616

    資産売却収入 5,959

    その他の収入 8,814

投資活動収支 -544,116

【財務活動収支】

  財務活動支出 838,244

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,492,080

    国県等補助金収入 918,307

    基金取崩収入 559,001

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 2,036,197

    公共施設等整備費支出 1,623,255

    基金積立金支出 404,442

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 8,500

    災害復旧事業費支出 30,986

    その他の支出 123

  臨時収入 17,501

業務活動収支 827,050

【投資活動収支】

    税収等収入 5,490,570

    国県等補助金収入 2,770,383

    使用料及び手数料収入 305,199

    その他の収入 269,676

  臨時支出 31,109

    移転費用支出 4,067,442

      補助金等支出 3,684,113

      社会保障給付支出 378,007

      その他の支出 5,322

  業務収入 8,835,828

    業務費用支出 3,927,728

      人件費支出 1,697,198

      物件費等支出 2,079,996

      支払利息支出 86,633

      その他の支出 63,901

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,995,170


