
【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 19,318,988   固定負債 5,457,609

    有形固定資産 17,632,217     地方債等 4,870,873

      事業用資産 3,173,370     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 769,853

        工作物 363,188     １年内償還予定地方債等 671,381

        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 51,906

        航空機 -     預り金 13,273

        航空機減価償却累計額 -     その他 33,292

        その他 - 負債合計 6,227,462

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13,996   固定資産等形成分 20,075,193

      インフラ資産 14,391,107   余剰分（不足分） -5,809,432

        土地 467,467   他団体出資等分 -

        建物 927,230

        建物減価償却累計額 -644,085

        工作物 31,386,101

        工作物減価償却累計額 -17,767,844

        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 1,686,771

      投資及び出資金 330,474

        有価証券 -

        出資金 36,380

        その他 294,094

      長期延滞債権 112,493

      長期貸付金 8,347

      基金 1,239,096

        減債基金 -

        その他 1,239,096

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,640

  流動資産 1,174,235

    現金預金 300,130

    未収金 15,546

    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 103,616

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,262

  繰延資産 - 純資産合計 14,265,761

資産合計 20,493,223 負債及び純資産合計 20,493,223

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 326

    その他 -

純行政コスト 4,702,552

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 326

  臨時損失 145,657

    災害復旧事業費 144,437

    資産除売却損 1,221

    使用料及び手数料 206,981

    その他 133,601

純経常行政コスト 4,557,221

      社会保障給付 176,360

      その他 9,323

  経常収益 340,582

        その他 39,501

    移転費用 2,399,702

      補助金等 2,214,018

      その他の業務費用 104,250

        支払利息 61,315

        徴収不能引当金繰入額 3,433

        維持補修費 117,059

        減価償却費 843,510

        その他 -

        その他 37,569

      物件費等 1,567,693

        物件費 607,124

        職員給与費 736,682

        賞与等引当金繰入額 51,906

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,897,802

    業務費用 2,498,101

      人件費 826,158

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：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 14,415,879 20,809,854 -6,393,975 -

  純行政コスト（△） -4,702,552 -4,702,552 -

  財源 4,545,367 4,545,367 -

    税収等 3,243,249 3,243,249 -

    国県等補助金 1,302,118 1,302,118 -

  本年度差額 -157,185 -157,185 -

  固定資産等の変動（内部変動） -723,832 723,832

    有形固定資産等の増加 67,267 -67,267

    有形固定資産等の減少 -844,730 844,730

    貸付金・基金等の増加 419,891 -419,891

    貸付金・基金等の減少 -366,260 366,260

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -10,908 -10,908

  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 17,975 79 17,896

  本年度純資産変動額 -150,118 -734,662 584,543 -

本年度末純資産残高 14,265,761 20,075,193 -5,809,432 -

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：全体会計 （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 300,130

財務活動収支 -569,988

本年度資金収支額 1,094

前年度末資金残高 285,763

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 286,857

    地方債等償還支出 710,055

    その他の支出 32,653

  財務活動収入 172,721

    地方債等発行収入 139,501

    その他の収入 33,220

    資産売却収入 326

    その他の収入 48,942

投資活動収支 -59,412

【財務活動収支】

  財務活動支出 742,709

    その他の支出 -

  投資活動収入 226,960

    国県等補助金収入 11,690

    基金取崩収入 161,921

    貸付金元金回収収入 4,081

  投資活動支出 286,372

    公共施設等整備費支出 67,267

    基金積立金支出 215,738

    投資及び出資金支出 367

    貸付金支出 3,000

    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 630,494

【投資活動収支】

    税収等収入 3,188,806

    国県等補助金収入 1,190,721

    使用料及び手数料収入 204,573

    その他の収入 115,698

  臨時支出 144,437

    移転費用支出 2,399,702

      補助金等支出 2,214,018

      社会保障給付支出 176,360

      その他の支出 9,323

  業務収入 4,699,797

    業務費用支出 1,627,659

      人件費支出 823,102

      物件費等支出 724,183

      支払利息支出 61,315

      その他の支出 19,059

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 4,027,361


