
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 14,076,253   固定負債 3,243,366

    有形固定資産 12,509,168     地方債 2,697,927

      事業用資産 3,035,203     長期未払金 -

        土地 729,606     退職手当引当金 545,440

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 6,443,978     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,258,404   流動負債 468,208

        工作物 363,980     １年内償還予定地方債 360,840

        工作物減価償却累計額 -248,660     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 54,729

        航空機 -     預り金 19,457

        航空機減価償却累計額 -     その他 33,181

        その他 - 負債合計 3,711,575

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,704   固定資産等形成分 14,907,393

      インフラ資産 9,378,005   余剰分（不足分） -3,489,905

        土地 449,989

        建物 611,034

        建物減価償却累計額 -463,372

        工作物 23,105,966

        工作物減価償却累計額 -14,335,649

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10,038

      物品 412,291

      物品減価償却累計額 -316,332

    無形固定資産 3,286

      ソフトウェア 3,286

      その他 -

    投資その他の資産 1,563,799

      投資及び出資金 331,322

        有価証券 -

        出資金 36,380

        その他 294,942

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 85,013

      長期貸付金 5,282

      基金 1,143,589

        減債基金 -

        その他 1,143,589

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,407

  流動資産 1,052,809

    現金預金 210,412

    未収金 12,147

    短期貸付金 1,287

    基金 829,853

      財政調整基金 683,715

      減債基金 146,137

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -889 純資産合計 11,417,488

資産合計 15,129,062 負債及び純資産合計 15,129,062

貸借対照表
（令和3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 3,946,666

    その他 -

  臨時利益 235

    資産売却益 235

    資産除売却損 0

    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 3,946,729

  臨時損失 172

    災害復旧事業費 172

  経常収益 174,337

    使用料及び手数料 37,589

    その他 136,748

      社会保障給付 182,336

      他会計への繰出金 478,775

      その他 639

        その他 10,798

    移転費用 1,988,109

      補助金等 1,326,359

      その他の業務費用 31,132

        支払利息 18,622

        徴収不能引当金繰入額 1,711

        維持補修費 112,108

        減価償却費 622,079

        その他 -

        その他 113,027

      物件費等 1,339,018

        物件費 604,831

        職員給与費 595,050

        賞与等引当金繰入額 54,729

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,121,066

    業務費用 2,132,956

      人件費 762,806

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 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）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -3,946,666 -3,946,666

  財源 3,913,042 3,913,042

    税収等 2,803,859 2,803,859

    国県等補助金 1,109,184 1,109,184

  本年度差額 -33,624 -33,624

  固定資産等の変動（内部変動） -311,803 311,803

    有形固定資産等の増加 143,019 -143,019

    有形固定資産等の減少 -622,079 622,079

    貸付金・基金等の増加 240,669 -240,669

    貸付金・基金等の減少 -73,412 73,412

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 10,206 10,206

  その他 -35,163 -35,163 -

  本年度純資産変動額 -58,581 -336,760 278,179

本年度末純資産残高 11,417,488 14,907,393 -3,489,905

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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 13,273

本年度歳計外現金増減額 6,184

本年度末歳計外現金残高 19,457

本年度末現金預金残高 210,412

    その他の収入 33,181

財務活動収支 -240,507

本年度資金収支額 437

前年度末資金残高 190,518

本年度末資金残高 190,954

  財務活動支出 477,310

    地方債償還支出 444,090

    その他の支出 33,220

  財務活動収入 236,803

    地方債発行収入 203,622

    貸付金元金回収収入 4,063

    資産売却収入 235

    その他の収入 38,877

投資活動収支 -264,918

【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 118,720

    国県等補助金収入 6,336

    基金取崩収入 69,210

【投資活動収支】

  投資活動支出 383,638

    公共施設等整備費支出 143,019

    基金積立金支出 236,771

    投資及び出資金支出 848

  臨時支出 172

    災害復旧事業費支出 172

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 505,862

  業務収入 3,995,872

    税収等収入 2,760,944

    国県等補助金収入 1,102,848

    使用料及び手数料収入 36,783

    その他の収入 95,297

    移転費用支出 1,988,109

      補助金等支出 1,326,359

      社会保障給付支出 182,336

      他会計への繰出支出 478,775

      その他の支出 639

    業務費用支出 1,501,729

      人件費支出 755,712

      物件費等支出 716,939

      支払利息支出 18,622

      その他の支出 10,455

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,489,838


