
【様式第1号】

自治体名：久米南町

会計：全体会計 （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 20,033,763   固定負債 6,006,329

    有形固定資産 18,420,589     地方債等 5,402,753

      事業用資産 3,288,489     長期未払金 -

        土地 739,687     退職手当引当金 603,575

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 6,674,615     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,263,387   流動負債 814,706

        工作物 360,158     １年内償還予定地方債等 710,055

        工作物減価償却累計額 -223,069     未払金 -

        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 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 48,850

        航空機 -     預り金 21,266

        航空機減価償却累計額 -     その他 32,671

        その他 - 負債合計 6,821,034

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 486   固定資産等形成分 20,809,854

      インフラ資産 15,048,236   余剰分（不足分） -6,393,975

        土地 463,596   他団体出資等分 -

        建物 929,851

        建物減価償却累計額 -624,335

        工作物 31,377,609

        工作物減価償却累計額 -17,108,420

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 9,936

      物品 328,399

      物品減価償却累計額 -244,535

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,613,175

      投資及び出資金 330,107

        有価証券 -

        出資金 36,380

        その他 293,727

      長期延滞債権 111,290

      長期貸付金 8,347

      基金 1,167,440

        減債基金 -

        その他 1,167,440

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,010

  流動資産 1,203,150

    現金預金 307,028

    未収金 17,053

    短期貸付金 2,126

    基金 773,965

      財政調整基金 627,875

      減債基金 146,090

    棚卸資産 104,360

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,382

  繰延資産 - 純資産合計 14,415,879

資産合計 21,236,913 負債及び純資産合計 21,236,913

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 65

    その他 9,606

純行政コスト 4,708,409

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 600

  臨時利益 9,671

  臨時損失 135,380

    災害復旧事業費 134,780

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 207,959

    その他 109,594

純経常行政コスト 4,582,700

      社会保障給付 172,824

      その他 3,458

  経常収益 317,553

        その他 42,097

    移転費用 2,371,965

      補助金等 2,195,683

      その他の業務費用 116,710

        支払利息 70,745

        徴収不能引当金繰入額 3,868

        維持補修費 108,772

        減価償却費 842,086

        その他 -

        その他 35,783

      物件費等 1,559,550

        物件費 608,692

        職員給与費 751,854

        賞与等引当金繰入額 48,850

        退職手当引当金繰入額 15,541

  経常費用 4,900,253

    業務費用 2,528,288

      人件費 852,028

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：全体会計 （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 14,664,834 21,443,428 -6,778,594 -

  純行政コスト（△） -4,708,409 -4,708,409 -

  財源 4,467,680 4,467,680 -

    税収等 3,223,891 3,223,891 -

    国県等補助金 1,243,790 1,243,790 -

  本年度差額 -240,729 -240,729 -

  固定資産等の変動（内部変動） -629,513 629,513

    有形固定資産等の増加 316,036 -316,036

    有形固定資産等の減少 -842,086 842,086

    貸付金・基金等の増加 196,753 -196,753

    貸付金・基金等の減少 -300,216 300,216

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,061 -4,061

  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 -4,165 - -4,165

  本年度純資産変動額 -248,955 -633,574 384,619 -

本年度末純資産残高 14,415,879 20,809,854 -6,393,975 -

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：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 16,037

本年度歳計外現金増減額 5,229

本年度末歳計外現金残高 21,266

本年度末現金預金残高 307,028

財務活動収支 -421,881

本年度資金収支額 1,553

前年度末資金残高 284,209

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 285,763

    地方債等償還支出 734,807

    その他の支出 32,371

  財務活動収入 345,297

    地方債等発行収入 312,644

    その他の収入 32,653

    資産売却収入 65

    その他の収入 720

投資活動収支 -176,954

【財務活動収支】

  財務活動支出 767,178

    その他の支出 -

  投資活動収入 330,445

    国県等補助金収入 32,025

    基金取崩収入 292,724

    貸付金元金回収収入 4,910

  投資活動支出 507,398

    公共施設等整備費支出 316,036

    基金積立金支出 186,907

    投資及び出資金支出 1,096

    貸付金支出 3,360

    災害復旧事業費支出 134,780

    その他の支出 -

  臨時収入 40,391

業務活動収支 600,388

【投資活動収支】

    税収等収入 3,218,571

    国県等補助金収入 1,172,235

    使用料及び手数料収入 204,506

    その他の収入 117,902

  臨時支出 134,780

    移転費用支出 2,371,965

      補助金等支出 2,195,683

      社会保障給付支出 172,824

      その他の支出 3,458

  業務収入 4,713,214

    業務費用支出 1,646,472

      人件費支出 835,329

      物件費等支出 717,464

      支払利息支出 70,745

      その他の支出 22,934

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 4,018,437


