
【様式第1号】

自治体名：久米島町

会計：一般会計等 （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 35,582,683   固定負債 6,416,071

    有形固定資産 32,755,018     地方債 5,661,460

      事業用資産 14,660,110     長期未払金 -

        土地 3,376,522     退職手当引当金 706,563

        立木竹 -     損失補償等引当金 44,008

        建物 21,105,995     その他 4,040

        建物減価償却累計額 -11,307,455   流動負債 775,111

        工作物 2,322,629     １年内償還予定地方債 648,189

        工作物減価償却累計額 -1,152,496     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 94,230

        航空機 -     預り金 31,660

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,032

        その他 - 負債合計 7,191,183

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 314,915   固定資産等形成分 37,406,493

      インフラ資産 17,767,313   余剰分（不足分） -6,856,456

        土地 937,121

        建物 1,919,637

        建物減価償却累計額 -1,138,530

        工作物 39,493,722

        工作物減価償却累計額 -23,669,790

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 225,153

      物品 1,388,641

      物品減価償却累計額 -1,061,046

    無形固定資産 14,138

      ソフトウェア 14,138

      その他 -

    投資その他の資産 2,813,527

      投資及び出資金 374,219

        有価証券 184,185

        出資金 190,034

        その他 -

      投資損失引当金 -67,500

      長期延滞債権 44,982

      長期貸付金 75,739

      基金 2,391,453

        減債基金 59,621

        その他 2,331,831

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,365

  流動資産 2,158,536

    現金預金 276,548

    未収金 61,001

    短期貸付金 9,926

    基金 1,813,884

      財政調整基金 1,813,884

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,823 純資産合計 30,550,037

資産合計 37,741,219 負債及び純資産合計 37,741,219

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：久米島町

会計：一般会計等 （単位：千円）

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 6,914,237

    業務費用 4,923,406

      人件費 1,532,450

        職員給与費 1,243,827

        賞与等引当金繰入額 94,230

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 194,393

      物件費等 3,301,816

        物件費 1,475,727

        維持補修費 221,933

        減価償却費 1,604,155

        その他 -

      その他の業務費用 89,140

        支払利息 56,950

        徴収不能引当金繰入額 8,188

        その他 24,003

    移転費用 1,990,831

      補助金等 1,295,858

      社会保障給付 370,519

      他会計への繰出金 305,687

      その他 18,768

  経常収益 511,358

    使用料及び手数料 94,334

    その他 417,024

純経常行政コスト 6,402,880

  臨時損失 4,810

    災害復旧事業費 4,810

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 6,389,215

    その他 -

  臨時利益 18,474

    資産売却益 18,474



【様式第3号】

自治体名：久米島町

会計：一般会計等 （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 30,320,563 37,810,848 -7,490,285

  純行政コスト（△） -6,389,215 -6,389,215

  財源 6,371,895 6,371,895

    税収等 4,300,645 4,300,645

    国県等補助金 2,071,250 2,071,250

  本年度差額 -17,320 -17,320

  固定資産等の変動（内部変動） -478,033 495,559

    有形固定資産等の増加 1,161,147 -1,161,147

    有形固定資産等の減少 -1,613,370 1,613,370

    貸付金・基金等の増加 401,787 -384,261

    貸付金・基金等の減少 -427,598 427,598

  資産評価差額 27,859 27,859

  無償所管換等 0 0

  その他 201,409 45,819 155,590

  本年度純資産変動額 229,473 -404,355 633,829

本年度末純資産残高 30,550,037 37,406,493 -6,856,456

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：久米島町

会計：一般会計等 （単位：千円）

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,299,126

    業務費用支出 3,308,295

      人件費支出 1,531,526

      物件費等支出 1,697,660

      支払利息支出 56,950

      その他の支出 22,159

    移転費用支出 1,990,831

      補助金等支出 1,295,858

      社会保障給付支出 370,519

      他会計への繰出支出 305,687

      その他の支出 18,768

  業務収入 5,901,244

    税収等収入 4,325,196

    国県等補助金収入 1,274,827

    使用料及び手数料収入 95,857

    その他の収入 205,364

  臨時支出 4,810

    災害復旧事業費支出 4,810

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 597,308

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,382,185

    公共施設等整備費支出 1,161,147

    基金積立金支出 221,038

    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 1,107,143

    国県等補助金収入 796,423

    基金取崩収入 283,574

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 27,146

    その他の収入 -

投資活動収支 -275,042

【財務活動収支】

  財務活動支出 738,472

    地方債償還支出 738,386

    その他の支出 86

  財務活動収入 625,356

    地方債発行収入 487,292

前年度末歳計外現金残高 25,701

本年度歳計外現金増減額 5,959

本年度末歳計外現金残高 31,660

本年度末現金預金残高 276,548

    その他の収入 138,064

財務活動収支 -113,116

本年度資金収支額 209,150

前年度末資金残高 35,738

本年度末資金残高 244,888


