
【様式第1号】

自治体名：久米島町

会計：連結会計 （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 42,733,650   固定負債 9,789,441

    有形固定資産 38,795,508     地方債等 7,427,164

      事業用資産 14,891,673     長期未払金 -

        土地 3,420,730     退職手当引当金 1,545,674

        立木竹 -     損失補償等引当金 44,008

        建物 21,558,033     その他 772,595

        建物減価償却累計額 -11,582,765   流動負債 986,185

        工作物 2,348,812     １年内償還予定地方債等 821,978

        工作物減価償却累計額 -1,168,051     未払金 24,566

        船舶 -     未払費用 558

        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 101,207

        航空機 -     預り金 36,045

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,833

        その他 - 負債合計 10,775,626

        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 44,566,595

      インフラ資産 23,408,048   余剰分（不足分） -9,981,513

        土地 945,696   他団体出資等分 -

        建物 4,540,707

        建物減価償却累計額 -2,705,098

        工作物 47,478,683

        工作物減価償却累計額 -27,176,646

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 324,707

      物品 2,906,643

      物品減価償却累計額 -2,410,857

    無形固定資産 219,152

      ソフトウェア 24,094

      その他 195,058

    投資その他の資産 3,718,990

      投資及び出資金 268,884

        有価証券 116,686

        出資金 152,198

        その他 -

      長期延滞債権 86,215

      長期貸付金 76,902

      基金 3,296,750

        減債基金 59,621

        その他 3,237,129

      その他 432

      徴収不能引当金 -10,194

  流動資産 2,627,058

    現金預金 695,805

    未収金 102,576

    短期貸付金 9,926

    基金 1,823,019

      財政調整基金 1,823,019

      減債基金 -

    棚卸資産 2,104

    その他 1,107

    徴収不能引当金 -7,480

  繰延資産 - 純資産合計 34,585,081

資産合計 45,360,707 負債及び純資産合計 45,360,707

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 9,922,655

    業務費用 5,928,027

      人件費 1,846,979

        職員給与費 1,464,668

        賞与等引当金繰入額 101,196

        退職手当引当金繰入額 68,922

        その他 212,193

      物件費等 3,860,836

        物件費 1,682,578

        維持補修費 249,242

        減価償却費 1,873,639

        その他 55,377

      その他の業務費用 220,211

        支払利息 99,305

        徴収不能引当金繰入額 19,634

        その他 101,272

    移転費用 3,994,628

      補助金等 3,603,105

      社会保障給付 370,721

      その他 20,746

  経常収益 848,782

      他会計への繰出金 56

    使用料及び手数料 319,526

    その他 529,255

純経常行政コスト 9,073,873

  臨時損失 5,872

    災害復旧事業費 4,810

    資産除売却損 371

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 692

  臨時利益 18,479

    資産売却益 18,477

    その他 2

純行政コスト 9,061,267



【様式第3号】

自治体名：久米島町

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 34,502,651 45,128,874 -10,626,223 -

  純行政コスト（△） -9,061,267 -9,061,267 -

  財源 9,014,477 9,014,477 -

    税収等 5,405,970 5,405,970 -

    国県等補助金 3,608,507 3,608,507 -

  本年度差額 -46,790 -46,790 -

  固定資産等の変動（内部変動） -617,636 635,162

    有形固定資産等の増加 1,233,294 -1,233,294

    有形固定資産等の減少 -1,883,239 1,883,239

    貸付金・基金等の増加 548,072 -530,547

    貸付金・基金等の減少 -515,763 515,763

  資産評価差額 27,859 27,859

  無償所管換等 0 0

  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 -5,362 -18,314 12,952 -

  その他 89,197 45,811 43,386

  本年度純資産変動額 82,430 -562,279 644,709 -

本年度末純資産残高 34,585,081 44,566,595 -9,981,513 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 7,975,238

    業務費用支出 3,980,609

      人件費支出 1,776,611

      物件費等支出 2,002,297

      支払利息支出 102,720

      その他の支出 98,981

    移転費用支出 3,994,628

      補助金等支出 3,603,105

      社会保障給付支出 370,721

      その他の支出 20,746

  業務収入 8,797,311

    税収等収入 5,412,515

    国県等補助金収入 2,748,714

    使用料及び手数料収入 326,202

    その他の収入 309,880

  臨時支出 5,502

    災害復旧事業費支出 4,810

    その他の支出 692

  臨時収入 0

業務活動収支 816,572

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,551,802

    公共施設等整備費支出 1,259,958

    基金積立金支出 291,844

    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 1,176,443

    国県等補助金収入 844,423

    基金取崩収入 293,909

    貸付金元金回収収入 -

  財務活動収入 668,624

    地方債等発行収入 510,092

    その他の収入 158,532

    資産売却収入 27,160

    その他の収入 10,951

投資活動収支 -375,359

【財務活動収支】

  財務活動支出 927,957

前年度末歳計外現金残高 29,814

本年度歳計外現金増減額 2,137

本年度末歳計外現金残高 31,952

本年度末現金預金残高 695,805

      他会計への繰出支出 56

財務活動収支 -259,333

本年度資金収支額 181,879

前年度末資金残高 480,574

比例連結割合変更に伴う差額 1,400

本年度末資金残高 663,854

    地方債等償還支出 926,370

    その他の支出 1,588


