
【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 20,834,000   固定負債 6,160,244

    有形固定資産 18,536,601     地方債等 5,244,580

      事業用資産 3,740,545     長期未払金 -

        土地 874,922     退職手当引当金 726,126

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,279,655     その他 189,538

        建物減価償却累計額 -4,592,499   流動負債 897,789

        工作物 1,166,620     １年内償還予定地方債等 726,014

        工作物減価償却累計額 -1,002,740     未払金 41,817

        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 1

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 80,980

        航空機 -     預り金 15,593

        航空機減価償却累計額 -     その他 33,385

        その他 20,235 負債合計 7,058,032

        その他減価償却累計額 -19,914 【純資産の部】

        建設仮勘定 14,264   固定資産等形成分 21,613,970

      インフラ資産 14,586,482   余剰分（不足分） -6,027,506

        土地 488,868   他団体出資等分 -

        建物 962,909

        建物減価償却累計額 -666,458

        工作物 31,647,890

        工作物減価償却累計額 -17,869,830

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 23,104

      物品 932,214

      物品減価償却累計額 -722,640

    無形固定資産 293,857

      ソフトウェア 706

      その他 293,151

    投資その他の資産 2,003,542

      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 112,509

      長期貸付金 8,347

      基金 1,837,879

        減債基金 -

        その他 1,837,879

      その他 34,239

      徴収不能引当金 -3,646

  流動資産 1,810,496

    現金預金 820,903

    未収金 84,734

    短期貸付金 -

    基金 779,970

      財政調整基金 633,853

      減債基金 146,117

    棚卸資産 105,680

    その他 21,350

    徴収不能引当金 -2,142

  繰延資産 - 純資産合計 15,586,464

資産合計 22,644,496 負債及び純資産合計 22,644,496

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 375

    その他 -

純行政コスト 5,889,959

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 934

  臨時利益 375

  臨時損失 146,991

    災害復旧事業費 144,437

    資産除売却損 1,620

    使用料及び手数料 483,535

    その他 215,491

純経常行政コスト 5,743,343

      社会保障給付 184,344

      その他 10,056

  経常収益 699,026

        その他 76,637

    移転費用 3,085,743

      補助金等 2,891,204

      その他の業務費用 147,894

        支払利息 67,668

        徴収不能引当金繰入額 3,590

        維持補修費 133,041

        減価償却費 933,792

        その他 311

        その他 128,301

      物件費等 1,845,499

        物件費 778,355

        職員給与費 1,102,579

        賞与等引当金繰入額 78,564

        退職手当引当金繰入額 53,788

  経常費用 6,442,369

    業務費用 3,356,626

      人件費 1,363,232

連結行政コスト計算書
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：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 15,801,329 22,407,155 -6,605,826 -

  純行政コスト（△） -5,889,959 -5,889,959 -

  財源 5,679,993 5,679,993 -

    税収等 3,879,431 3,879,431 -

    国県等補助金 1,800,562 1,800,562 -

  本年度差額 -209,966 -209,966 -

  固定資産等の変動（内部変動） -768,260 768,260

    有形固定資産等の増加 116,981 -116,981

    有形固定資産等の減少 -933,276 933,276

    貸付金・基金等の増加 461,777 -461,777

    貸付金・基金等の減少 -413,742 413,742

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -10,891 -10,891

  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 -39,952 -22,052 -17,900 -

  その他 45,944 8,017 37,926

  本年度純資産変動額 -214,865 -793,185 578,320 -

本年度末純資産残高 15,586,464 21,613,970 -6,027,506 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 21,569

本年度歳計外現金増減額 -7,984

本年度末歳計外現金残高 13,584

本年度末現金預金残高 820,903

財務活動収支 -568,768

本年度資金収支額 18,263

前年度末資金残高 827,901

比例連結割合変更に伴う差額 -38,845

本年度末資金残高 807,319

    地方債等償還支出 764,059

    その他の支出 32,745

  財務活動収入 228,036

    地方債等発行収入 165,955

    その他の収入 62,081

    資産売却収入 375

    その他の収入 48,942

投資活動収支 -91,163

【財務活動収支】

  財務活動支出 796,804

    その他の支出 292

  投資活動収入 274,614

    国県等補助金収入 11,812

    基金取崩収入 209,403

    貸付金元金回収収入 4,081

  投資活動支出 365,777

    公共施設等整備費支出 105,750

    基金積立金支出 256,734

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000

    災害復旧事業費支出 144,437

    その他の支出 934

  臨時収入 102,494

業務活動収支 678,194

【投資活動収支】

    税収等収入 3,822,922

    国県等補助金収入 1,681,935

    使用料及び手数料収入 503,072

    その他の収入 190,019

  臨時支出 145,371

    移転費用支出 3,134,668

      補助金等支出 2,891,205

      社会保障給付支出 184,344

      その他の支出 58,980

  業務収入 6,197,948

    業務費用支出 2,342,210

      人件費支出 1,305,803

      物件費等支出 913,527

      支払利息支出 67,668

      その他の支出 55,213

連結資金収支計算書
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 5,476,877


