
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 35,738,244   固定負債 6,318,689

    有形固定資産 33,142,437     地方債 5,749,142

      事業用資産 15,419,171     長期未払金 -

        土地 3,367,217     退職手当引当金 551,024

        立木竹 -     損失補償等引当金 4,667

        建物 23,141,709     その他 13,856

        建物減価償却累計額 -12,542,334   流動負債 831,926

        工作物 2,528,327     １年内償還予定地方債 596,527

        工作物減価償却累計額 -1,345,468     未払金 -

        船舶 -     未払費用 118,144

        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 94,495

        航空機 -     預り金 17,721

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,038

        その他 - 負債合計 7,150,614

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 269,720   固定資産等形成分 37,416,208

      インフラ資産 17,421,462   余剰分（不足分） -6,430,112

        土地 962,844

        建物 1,984,051

        建物減価償却累計額 -1,207,791

        工作物 40,640,728

        工作物減価償却累計額 -25,296,475

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 338,105

      物品 1,545,238

      物品減価償却累計額 -1,243,433

    無形固定資産 14,399

      ソフトウェア 14,399

      その他 -

    投資その他の資産 2,581,407

      投資及び出資金 248,707

        有価証券 114,493

        出資金 134,214

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 93,380

      長期貸付金 -

      基金 2,242,270

        減債基金 59,681

        その他 2,182,589

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,950

  流動資産 2,398,467

    現金預金 712,756

    未収金 9,175

    短期貸付金 -

    基金 1,677,964

      財政調整基金 1,677,964

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,428 純資産合計 30,986,096

資産合計 38,136,711 負債及び純資産合計 38,136,711

貸借対照表
（令和3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 31,913

純行政コスト 7,561,857

    その他 -

  臨時利益 51,364

    資産売却益 19,451

    資産除売却損 -

    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 7,609,588

  臨時損失 3,633

    災害復旧事業費 3,633

  経常収益 338,537

    使用料及び手数料 70,048

    その他 268,489

      社会保障給付 1,178,346

      他会計への繰出金 297,186

      その他 24,804

        その他 27,854

    移転費用 2,844,034

      補助金等 1,343,698

      その他の業務費用 71,676

        支払利息 39,444

        徴収不能引当金繰入額 4,377

        維持補修費 189,760

        減価償却費 1,630,762

        その他 -

        その他 340,729

      物件費等 3,386,806

        物件費 1,566,285

        職員給与費 1,210,384

        賞与等引当金繰入額 94,495

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,948,125

    業務費用 5,104,091

      人件費 1,645,609

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 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）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -7,561,857 -7,561,857

  財源 7,897,625 7,897,625

    税収等 4,456,484 4,456,484

    国県等補助金 3,441,140 3,441,140

  本年度差額 335,768 335,768

  固定資産等の変動（内部変動） 162,873 -162,873

    有形固定資産等の増加 1,895,570 -1,895,570

    有形固定資産等の減少 -1,643,031 1,643,031

    貸付金・基金等の増加 547,041 -547,041

    貸付金・基金等の減少 -636,708 636,708

  資産評価差額 -7,765 -7,765

  無償所管換等 156,409 156,409

  その他 -48,013 -48,013 0

  本年度純資産変動額 436,399 263,504 172,895

本年度末純資産残高 30,986,096 37,416,208 -6,430,112

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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 29,759

本年度歳計外現金増減額 -12,037

本年度末歳計外現金残高 17,721

本年度末現金預金残高 712,756

    その他の収入 -

財務活動収支 76,782

本年度資金収支額 331,572

前年度末資金残高 363,463

本年度末資金残高 695,035

  財務活動支出 623,211

    地方債償還支出 618,174

    その他の支出 5,038

  財務活動収入 699,993

    地方債発行収入 699,993

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 31,720

    その他の収入 -

投資活動収支 -601,612

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,713,454

    国県等補助金収入 1,153,679

    基金取崩収入 528,055

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,315,066

    公共施設等整備費支出 1,895,570

    基金積立金支出 419,496

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 3,633

    災害復旧事業費支出 3,633

    その他の支出 -

  臨時収入 555

業務活動収支 856,402

  業務収入 7,054,691

    税収等収入 4,462,394

    国県等補助金収入 2,286,906

    使用料及び手数料収入 71,414

    その他の収入 233,977

    移転費用支出 2,844,034

      補助金等支出 1,343,698

      社会保障給付支出 1,178,346

      他会計への繰出支出 297,186

      その他の支出 24,804

    業務費用支出 3,351,177

      人件費支出 1,646,390

      物件費等支出 1,637,900

      支払利息支出 39,444

      その他の支出 27,442

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,195,211


