
【様式第1号】

自治体名：久米南町

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 21,607,445   固定負債 6,757,455

    有形固定資産 19,342,050     地方債等 5,804,712

      事業用資産 3,855,604     長期未払金 -

        土地 886,286     退職手当引当金 744,125

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,501,349     その他 208,618

        建物減価償却累計額 -4,705,948   流動負債 936,102

        工作物 1,189,480     １年内償還予定地方債等 764,056

        工作物減価償却累計額 -1,017,043     未払金 36,548

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 1,864

        浮標等 -     前受収益 2

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 76,427

        航空機 -     預り金 23,674

        航空機減価償却累計額 -     その他 33,531

        その他 20,235 負債合計 7,693,557

        その他減価償却累計額 -19,493 【純資産の部】

        建設仮勘定 737   固定資産等形成分 22,407,155

      インフラ資産 15,252,080   余剰分（不足分） -6,605,826

        土地 485,024   他団体出資等分 -

        建物 965,505

        建物減価償却累計額 -645,986

        工作物 31,639,741

        工作物減価償却累計額 -17,205,001

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 12,796

      物品 938,646

      物品減価償却累計額 -704,280

    無形固定資産 305,003

      ソフトウェア 967

      その他 304,037

    投資その他の資産 1,960,392

      投資及び出資金 14,214

        有価証券 -

        出資金 14,214

        その他 -

      長期延滞債権 111,304

      長期貸付金 8,347

      基金 1,796,281

        減債基金 -

        その他 1,796,281

      その他 34,263

      徴収不能引当金 -4,017

  流動資産 1,887,441

    現金預金 849,469

    未収金 108,162

    短期貸付金 2,126

    基金 797,584

      財政調整基金 651,495

      減債基金 146,090

    棚卸資産 110,810

    その他 21,401

    徴収不能引当金 -2,111

  繰延資産 - 純資産合計 15,801,329

資産合計 23,494,886 負債及び純資産合計 23,494,886

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：久米南町

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 109

    その他 9,606

純行政コスト 5,879,864

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 11

  臨時利益 9,716

  臨時損失 135,985

    災害復旧事業費 134,780

    資産除売却損 1,194

    使用料及び手数料 599,616

    その他 215,441

純経常行政コスト 5,753,594

      社会保障給付 181,148

      その他 14,644

  経常収益 815,057

        その他 104,462

    移転費用 3,069,607

      補助金等 2,873,687

      その他の業務費用 186,218

        支払利息 77,720

        徴収不能引当金繰入額 4,036

        維持補修費 124,466

        減価償却費 932,977

        その他 307

        その他 126,360

      物件費等 1,930,092

        物件費 872,343

        職員給与費 1,106,783

        賞与等引当金繰入額 78,600

        退職手当引当金繰入額 70,990

  経常費用 6,568,651

    業務費用 3,499,044

      人件費 1,382,733

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



【様式第3号】

自治体名：久米南町

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 15,950,602 22,966,813 -7,016,211 -

  純行政コスト（△） -5,879,864 -5,879,864 -

  財源 5,620,472 5,620,472 -

    税収等 3,875,556 3,875,556 -

    国県等補助金 1,744,916 1,744,916 -

  本年度差額 -259,392 -259,392 -

  固定資産等の変動（内部変動） -652,544 652,544

    有形固定資産等の増加 363,791 -363,791

    有形固定資産等の減少 -931,237 931,237

    貸付金・基金等の増加 268,295 -268,295

    貸付金・基金等の減少 -353,393 353,393

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,399 -4,399

  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 96,120 87,198 8,923 -

  その他 18,397 10,089 8,309

  本年度純資産変動額 -149,273 -559,657 410,384 -

本年度末純資産残高 15,801,329 22,407,155 -6,605,826 -

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：久米南町

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 16,457

本年度歳計外現金増減額 5,112

本年度末歳計外現金残高 21,569

本年度末現金預金残高 849,469

財務活動収支 -425,831

本年度資金収支額 -6,283

前年度末資金残高 834,477

比例連結割合変更に伴う差額 -293

本年度末資金残高 827,901

    地方債等償還支出 788,828

    その他の支出 32,658

  財務活動収入 395,655

    地方債等発行収入 339,198

    その他の収入 56,457

    資産売却収入 7,727

    その他の収入 720

投資活動収支 -230,459

【財務活動収支】

  財務活動支出 821,486

    その他の支出 3,933

  投資活動収入 399,251

    国県等補助金収入 32,484

    基金取崩収入 353,410

    貸付金元金回収収入 4,910

  投資活動支出 629,710

    公共施設等整備費支出 376,287

    基金積立金支出 246,131

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,360

    災害復旧事業費支出 134,780

    その他の支出 10

  臨時収入 40,391

業務活動収支 650,007

【投資活動収支】

    税収等収入 3,872,924

    国県等補助金収入 1,665,576

    使用料及び手数料収入 607,083

    その他の収入 199,749

  臨時支出 134,791

    移転費用支出 3,119,651

      補助金等支出 2,864,940

      社会保障給付支出 181,148

      その他の支出 73,433

  業務収入 6,345,332

    業務費用支出 2,481,275

      人件費支出 1,318,301

      物件費等支出 998,676

      支払利息支出 77,720

      その他の支出 86,577

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 5,600,925


