
【様式第1号】

自治体名：久米島町

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 41,369,772   固定負債 8,042,302

    有形固定資産 38,568,318     地方債等 6,907,500

      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 554,571

        立木竹 -     損失補償等引当金 4,667

        建物 23,141,709     その他 575,564

        建物減価償却累計額 -12,542,334   流動負債 1,017,949

        工作物 2,528,327     １年内償還予定地方債等 767,083

        工作物減価償却累計額 -1,345,468     未払金 7,010

        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 99,499

        航空機 -     預り金 21,175

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,038

        その他 - 負債合計 9,060,252

        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 43,071,829

      インフラ資産 22,740,554   余剰分（不足分） -8,054,820

        土地 971,420   他団体出資等分 -

        建物 4,605,121

        建物減価償却累計額 -2,898,411

        工作物 48,795,311

        工作物減価償却累計額 -29,132,879

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 399,993

      物品 2,838,580

      物品減価償却累計額 -2,429,988

    無形固定資産 178,240

      ソフトウェア 14,399

      その他 163,840

    投資その他の資産 2,623,214

      投資及び出資金 248,707

        有価証券 114,493

        出資金 134,214

        その他 -

      長期延滞債権 113,977

      長期貸付金 -

      基金 2,265,180

        減債基金 59,681

        その他 2,205,499

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,649

  流動資産 2,707,490

    現金預金 975,327

    未収金 38,937

    短期貸付金 -

    基金 1,702,058

      財政調整基金 1,702,058

      減債基金 -

    棚卸資産 1,126

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,959

  繰延資産 - 純資産合計 35,017,010

資産合計 44,077,262 負債及び純資産合計 44,077,262

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 19,451

    その他 31,913

純行政コスト 8,545,839

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 469

  臨時利益 51,364

  臨時損失 4,102

    災害復旧事業費 3,633

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 276,442

    その他 298,894

純経常行政コスト 8,593,101

      社会保障給付 1,178,346

      その他 24,824

  経常収益 575,336

        その他 47,457

    移転費用 3,528,291

      補助金等 2,325,120

      その他の業務費用 126,090

        支払利息 68,435

        徴収不能引当金繰入額 10,198

        維持補修費 203,817

        減価償却費 1,878,824

        その他 -

        その他 366,291

      物件費等 3,784,479

        物件費 1,701,837

        職員給与費 1,264,023

        賞与等引当金繰入額 99,264

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 9,168,438

    業務費用 5,640,147

      人件費 1,729,578

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：千円）

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 34,623,107 42,996,426 -8,373,320 -

  純行政コスト（△） -8,545,839 -8,545,839 -

  財源 8,839,201 8,839,201 -

    税収等 4,708,088 4,708,088 -

    国県等補助金 4,131,113 4,131,113 -

  本年度差額 293,362 293,362 -

  固定資産等の変動（内部変動） -25,138 25,138

    有形固定資産等の増加 1,958,833 -1,958,833

    有形固定資産等の減少 -1,891,093 1,891,093

    貸付金・基金等の増加 564,756 -564,756

    貸付金・基金等の減少 -657,634 657,634

  資産評価差額 -7,765 -7,765

  無償所管換等 156,409 156,409

  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 - - - -

  その他 -48,103 -48,103 0

  本年度純資産変動額 393,903 75,403 318,500 -

本年度末純資産残高 35,017,010 43,071,829 -8,054,820 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 975,327

財務活動収支 -74,771

本年度資金収支額 282,390

前年度末資金残高 675,216

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 957,606

    地方債等償還支出 787,416

    その他の支出 5,156

  財務活動収入 717,802

    地方債等発行収入 717,593

    その他の収入 209

    資産売却収入 31,720

    その他の収入 -

投資活動収支 -659,585

【財務活動収支】

  財務活動支出 792,573

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,737,866

    国県等補助金収入 1,178,091

    基金取崩収入 528,055

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 2,397,451

    公共施設等整備費支出 1,977,954

    基金積立金支出 419,497

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 3,633

    その他の支出 469

  臨時収入 555

業務活動収支 1,016,746

【投資活動収支】

    税収等収入 4,686,973

    国県等補助金収入 2,952,467

    使用料及び手数料収入 280,578

    その他の収入 241,827

  臨時支出 4,102

    移転費用支出 3,528,291

      補助金等支出 2,325,120

      社会保障給付支出 1,178,346

      その他の支出 24,824

  業務収入 8,161,845

    業務費用支出 3,613,262

      人件費支出 1,730,415

      物件費等支出 1,782,604

      支払利息支出 68,435

      その他の支出 31,808

連結資金収支計算書
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 7,141,553


