
報告書（財務諸表）
自治体名：久米島町

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【資産の部】

　１．金融資産 4,765,360

　　資金 331,988

　　金融資産（資金を除く） 4,433,371

　　　債権 86,496

　　　　税等未収金 58,099

　　　　未収金 39,015

　　　　貸付金

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -10,618

　　　有価証券 167,371

　　　投資等 4,179,504

　　　　出資金 89,478

　　　　基金・積立金 3,988,470

　　　　　財政調整基金 1,487,747

　　　　　減債基金 59,363

　　　　　その他の基金・積立金 2,441,360

　　　　その他の投資 101,556

　２．非金融資産 40,062,403

　　事業用資産 18,749,096

　　　有形固定資産 18,727,934

　　　　土地 5,837,844

　　　　立木竹

　　　　建物 11,248,340

　　　　工作物 1,276,057

　　　　機械器具 16,563

　　　　物品 264,863

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産

　　　　建設仮勘定 84,267

　　　無形固定資産 21,162

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 21,162

　　　　電話加入権

　　　　その他の無形固定資産

　　　棚卸資産

　　インフラ資産 21,313,306

　　　公共用財産用地 6,071,095

　　　公共用財産施設 14,972,352

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 269,860

　　繰延資産

資産合計 44,827,762
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報告書（財務諸表）
自治体名：久米島町

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【負債の部】

　１．流動負債 900,376

　　未払金及び未払費用

　　前受金及び前受収益

　　引当金 79,912

　　　賞与引当金 79,912

　　預り金（保管金等）

　　公債（短期） 820,465

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 7,368,996

　　公債 6,065,432

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 1,303,564

　　　退職給付引当金 1,219,914

　　　損失補償等引当金 83,650

　　　その他の引当金

　　その他の非流動負債

負債合計 8,269,372

【純資産の部】

　財源 2,043,465

　資産形成充当財源（調達源泉別） 8,383,848

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 8,397,030

　　評価・換算差額等 -13,182

　その他の純資産 26,131,078

　　開始時未分析残高 26,121,430

　　その他純資産 9,648

純資産合計 36,558,391

負債・純資産合計 44,827,762
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報告書（財務諸表）
自治体名：久米島町

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

行政コスト計算書（PL）

普通会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 3,959,337

　　①人件費 1,850,585

　　　議員歳費 45,445

　　　職員給料 973,364

　　　賞与引当金繰入 79,912

　　　退職給付費用 208,542

　　　その他の人件費 543,323

　　②物件費 1,280,397

　　　消耗品費 201,442

　　　維持補修費 290,039

　　　減価償却費 660,691

　　　その他の物件費 128,226

　　③経費 723,744

　　　業務費 41,140

　　　委託費 536,314

　　　貸倒引当金繰入 10,618

　　　その他の経費 135,672

　　④業務関連費用 104,610

　　　公債費（利払分） 88,730

　　　借入金支払利息 19

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 15,861

　２．移転支出 2,113,332

　　①他会計への移転支出 442,387

　　②補助金等移転支出 1,185,025

　　③社会保障関係費等移転支出 409,122

　　④その他の移転支出 76,798

　経常費用合計（総行政コスト） 6,072,669

【経常収益】

　経常業務収益 360,354

　　①業務収益 147,269

　　　自己収入 147,269

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 213,085

　　　受取利息等 6,853

　　　資産売却益 38,144

　　　その他の業務関連収益 168,089

　経常収益合計 360,354

純経常費用（純行政コスト） 5,712,314

3



報告書（財務諸表）
自治体名：久米島町

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

純資産変動計算書（NW）

普通会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 8,860,587

　　①純経常費用への財源措置 5,712,314

　　②固定資産形成への財源措置 1,656,841

　　　事業用資産形成への財源措置 733,648

　　　インフラ資産形成への財源措置 923,194

　　③長期金融資産形成への財源措置 709,791

　　④その他の財源の使途 781,640

　　　直接資本減耗 781,640

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 8,994,018

　　①税収 879,994

　　②社会保険料

　　③移転収入 6,450,097

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 6,144,662

　　　　国庫支出金 4,117,629

　　　　都道府県等支出金 2,027,033

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 305,435

　　④その他の財源の調達 1,663,927

　　　固定資産売却収入（元本分）

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 65,438

　　　その他財源調達 1,598,489

　当期財源変動額 133,431

　期首財源残高 1,910,035

　期末財源残高 2,043,465

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 1,443,393

　　①固定資産の減少 342,919

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 230,603

　　　除売却相当額 112,315

　　②固定資産の増加 1,786,312

　　　固定資産形成 1,656,841

　　　無償所管換等 129,471

　２．長期金融資産の変動 628,302

　　①長期金融資産の減少 82,498

　　②長期金融資産の増加 710,801

　３．評価・換算差額等の変動

　　①評価・換算差額等の減少

　　　再評価損

　　　その他評価額等減少

　　②評価・換算差額等の増加

　　　再評価益

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 2,071,695

　期首資産形成充当財源残高 6,312,152

　期末資産形成充当財源残高 8,383,848

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -1,211,727

　２．その他純資産の変動 8,357

　　その他純資産の減少 2,255

　　その他純資産の増加 10,612

　当期その他の純資産変動額 -1,203,371

　期首その他の純資産残高 27,334,448

　期末その他の純資産残高 26,131,078

当期純資産変動額 1,001,755

期首純資産残高 35,556,635

期末純資産残高 36,558,391

4



報告書（財務諸表）
自治体名：久米島町

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

資金収支計算書（CF）

普通会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 5,289,456

　　　①経常業務費用支出 3,176,124

　　　　人件費支出 1,837,063

　　　　物件費支出 619,706

　　　　経費支出 713,126

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 6,228

　　　②移転支出 2,113,332

　　　　他会計への移転支出 442,387

　　　　補助金等移転支出 1,185,025

　　　　社会保障関係費等移転支出 409,122

　　　　その他の移転支出 76,798

　　２．経常的収入 7,697,206

　　　①租税収入 872,136

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 323,047

　　　　経常収益収入 148,364

　　　　業務関連収益収入 174,683

　　　④移転収入 6,502,023

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 6,144,662

　　　　その他の移転収入 357,361

　経常的収支 2,407,751

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 2,366,633

　　　①固定資産形成支出 1,656,841

　　　②長期金融資産形成支出 709,791

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 200,990

　　　①固定資産売却収入 135,552

　　　②長期金融資産償還収入 65,438

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -2,165,643

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 906,530

　　　①支払利息支出 88,749

　　　　公債費（利払分）支出 88,730

　　　　借入金支払利息支出 19

　　　②元本償還支出 817,781

　　　　公債費（元本分）支出 817,781

　　　　　公債（短期）元本償還支出 817,781

　　　　　公債元本償還支出

　　　　借入金元本償還支出

　　　　　短期借入金元本償還支出

　　　　　借入金元本償還支出

　　　　その他の元本償還支出

　　２．財務的収入 800,901

　　　①公債発行収入 800,901

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 800,901

　　　②借入金収入

　　　　短期借入金収入

　　　　借入金収入

　　　③その他の財務的収入

　財務的収支 -105,629

当期資金収支額 136,478

期首資金残高 195,510

期末資金残高 331,988
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