
【様式第1号】

自治体名：久米南町

会計：一般会計等 （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 14,487,948   固定負債 3,441,881

    有形固定資産 12,981,308     地方債 2,855,145

      事業用資産 3,159,749     長期未払金 -

        土地 729,265     退職手当引当金 586,736

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 6,435,938     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,134,277   流動負債 538,218

        工作物 363,188     １年内償還予定地方債 444,090

        工作物減価償却累計額 -234,740     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        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 47,635

        航空機 -     預り金 13,273

        航空機減価償却累計額 -     その他 33,220

        その他 - 負債合計 3,980,100

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 375   固定資産等形成分 15,244,153

      インフラ資産 9,753,819   余剰分（不足分） -3,768,084

        土地 449,193

        建物 611,034

        建物減価償却累計額 -449,510

        工作物 23,014,251

        工作物減価償却累計額 -13,893,386

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,238

      物品 325,478

      物品減価償却累計額 -257,737

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,506,639

      投資及び出資金 330,474

        有価証券 -

        出資金 36,380

        その他 294,094

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 84,916

      長期貸付金 8,347

      基金 1,084,838

        減債基金 -

        その他 1,084,838

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,935

  流動資産 968,221

    現金預金 203,791

    未収金 8,765

    短期貸付金 -

    基金 756,205

      財政調整基金 610,088

      減債基金 146,117

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -540 純資産合計 11,476,069

資産合計 15,456,169 負債及び純資産合計 15,456,169

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：久米南町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 3,411,565

    その他 -

  臨時利益 326

    資産売却益 326

    資産除売却損 1,221

    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 3,266,233

  臨時損失 145,657

    災害復旧事業費 144,437

  経常収益 151,480

    使用料及び手数料 42,146

    その他 109,334

      社会保障給付 175,350

      他会計への繰出金 485,785

      その他 398

        その他 13,104

    移転費用 1,423,915

      補助金等 762,382

      その他の業務費用 38,578

        支払利息 23,678

        徴収不能引当金繰入額 1,795

        維持補修費 104,311

        減価償却費 616,420

        その他 -

        その他 37,505

      物件費等 1,193,076

        物件費 472,344

        職員給与費 677,005

        賞与等引当金繰入額 47,635

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,417,714

    業務費用 1,993,799

      人件費 762,145

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 11,661,436 15,753,724 -4,092,288

  純行政コスト（△） -3,411,565 -3,411,565

  財源 3,215,975 3,215,975

    税収等 2,716,687 2,716,687

    国県等補助金 499,288 499,288

  本年度差額 -195,589 -195,589

  固定資産等の変動（内部変動） -519,793 519,793

    有形固定資産等の増加 50,794 -50,794

    有形固定資産等の減少 -617,641 617,641

    貸付金・基金等の増加 355,059 -355,059

    貸付金・基金等の減少 -308,006 308,006

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6,988 6,988

  その他 3,234 3,234 -

  本年度純資産変動額 -185,368 -509,571 324,204

本年度末純資産残高 11,476,069 15,244,153 -3,768,084

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：久米南町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 21,266

本年度歳計外現金増減額 -7,993

本年度末歳計外現金残高 13,273

本年度末現金預金残高 203,791

    その他の収入 33,220

財務活動収支 -331,641

本年度資金収支額 -19,049

前年度末資金残高 209,567

本年度末資金残高 190,518

  財務活動支出 504,362

    地方債償還支出 471,709

    その他の支出 32,653

  財務活動収入 172,721

    地方債発行収入 139,501

    貸付金元金回収収入 4,081

    資産売却収入 326

    その他の収入 48,942

投資活動収支 -35,522

【財務活動収支】

    貸付金支出 3,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 212,239

    国県等補助金収入 10,590

    基金取崩収入 148,300

【投資活動収支】

  投資活動支出 247,761

    公共施設等整備費支出 50,794

    基金積立金支出 193,600

    投資及び出資金支出 367

  臨時支出 144,437

    災害復旧事業費支出 144,437

    その他の支出 -

  臨時収入 102,494

業務活動収支 348,114

  業務収入 3,185,195

    税収等収入 2,663,483

    国県等補助金収入 388,991

    使用料及び手数料収入 40,227

    その他の収入 92,494

    移転費用支出 1,423,915

      補助金等支出 762,382

      社会保障給付支出 175,350

      他会計への繰出支出 485,785

      その他の支出 398

    業務費用支出 1,371,224

      人件費支出 758,693

      物件費等支出 576,655

      支払利息支出 23,678

      その他の支出 12,197

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,795,139


