
【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 35,322,410   固定負債 6,280,181

    有形固定資産 32,737,602     地方債 5,645,676

      事業用資産 14,885,868     長期未払金 -

        土地 3,379,403     退職手当引当金 579,031

        立木竹 -     損失補償等引当金 36,580

        建物 21,767,140     その他 18,894

        建物減価償却累計額 -11,850,330   流動負債 748,246

        工作物 2,404,197     １年内償還予定地方債 618,174

        工作物減価償却累計額 -1,247,325     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 95,276

        航空機 -     預り金 29,759

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,038

        その他 - 負債合計 7,028,427

        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 37,152,704

      インフラ資産 17,587,897   余剰分（不足分） -6,603,007

        土地 945,453

        建物 1,919,637

        建物減価償却累計額 -1,173,557

        工作物 40,169,658

        工作物減価償却累計額 -24,468,805

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 195,510

      物品 1,413,476

      物品減価償却累計額 -1,149,638

    無形固定資産 10,286

      ソフトウェア 10,286

      その他 -

    投資その他の資産 2,574,522

      投資及び出資金 373,792

        有価証券 189,758

        出資金 184,034

        その他 -

      投資損失引当金 -67,500

      長期延滞債権 85,315

      長期貸付金 73,182

      基金 2,113,405

        減債基金 59,653

        その他 2,053,752

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,674

  流動資産 2,255,714

    現金預金 393,221

    未収金 34,180

    短期貸付金 9,513

    基金 1,820,781

      財政調整基金 1,820,781

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,981 純資産合計 30,549,697

資産合計 37,578,124 負債及び純資産合計 37,578,124

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：一般会計等 （単位：千円）

    その他 7,428

純行政コスト 6,710,951

    その他 -

  臨時利益 7,428

    資産売却益 -

    資産除売却損 149

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,687,244

  臨時損失 31,134

    災害復旧事業費 30,986

  経常収益 405,980

    使用料及び手数料 81,137

    その他 324,843

      社会保障給付 378,002

      他会計への繰出金 336,242

      その他 2,802

        その他 25,952

    移転費用 2,112,196

      補助金等 1,395,150

      その他の業務費用 77,837

        支払利息 46,231

        徴収不能引当金繰入額 5,654

        維持補修費 218,339

        減価償却費 1,571,888

        その他 -

        その他 219,435

      物件費等 3,405,686

        物件費 1,615,459

        職員給与費 1,182,795

        賞与等引当金繰入額 95,276

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,093,225

    業務費用 4,981,029

      人件費 1,497,507

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：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 30,550,037 37,406,493 -6,856,456

  純行政コスト（△） -6,710,951 -6,710,951

  財源 6,693,400 6,693,400

    税収等 4,480,714 4,480,714

    国県等補助金 2,212,687 2,212,687

  本年度差額 -17,550 -17,550

  固定資産等の変動（内部変動） -271,016 271,016

    有形固定資産等の増加 1,540,981 -1,540,981

    有形固定資産等の減少 -1,572,037 1,572,037

    貸付金・基金等の増加 444,556 -444,556

    貸付金・基金等の減少 -684,516 684,516

  資産評価差額 8,510 8,510

  無償所管換等 5,811 5,811

  その他 2,890 2,907 -17

  本年度純資産変動額 -339 -253,789 253,449

本年度末純資産残高 30,549,697 37,152,704 -6,603,007

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：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 31,660

本年度歳計外現金増減額 -1,902

本年度末歳計外現金残高 29,759

本年度末現金預金残高 393,221

    その他の収入 -

財務活動収支 -46,970

本年度資金収支額 118,575

前年度末資金残高 244,888

本年度末資金残高 363,463

  財務活動支出 649,934

    地方債償還支出 648,763

    その他の支出 1,172

  財務活動収入 602,964

    地方債発行収入 602,964

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 5,959

    その他の収入 -

投資活動収支 -367,034

【財務活動収支】

    貸付金支出 8,500

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,434,454

    国県等補助金収入 882,076

    基金取崩収入 546,419

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,801,488

    公共施設等整備費支出 1,520,950

    基金積立金支出 272,038

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 30,986

    災害復旧事業費支出 30,986

    その他の支出 -

  臨時収入 17,501

業務活動収支 532,578

  業務収入 6,059,205

    税収等収入 4,465,625

    国県等補助金収入 1,313,134

    使用料及び手数料収入 83,061

    その他の収入 197,385

    移転費用支出 2,112,196

      補助金等支出 1,395,150

      社会保障給付支出 378,002

      他会計への繰出支出 336,242

      その他の支出 2,802

    業務費用支出 3,400,946

      人件費支出 1,496,461

      物件費等支出 1,833,797

      支払利息支出 46,231

      その他の支出 24,457

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 5,513,141


