
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 20,225,167   固定負債 5,717,774

    有形固定資産 17,847,744     地方債等 4,832,520

      事業用資産 3,596,180     長期未払金 -

        土地 875,994     退職手当引当金 700,204

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,309,546     その他 185,050

        建物減価償却累計額 -4,743,718   流動負債 820,402

        工作物 1,169,259     １年内償還予定地方債等 639,684

        工作物減価償却累計額 -1,020,020     未払金 38,487

        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 0

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 87,229

        航空機 -     預り金 21,629

        航空機減価償却累計額 -     その他 33,374

        その他 22,919 負債合計 6,538,176

        その他減価償却累計額 -22,767 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,968   固定資産等形成分 21,081,336

      インフラ資産 14,005,489   余剰分（不足分） -5,523,217

        土地 489,563   他団体出資等分 -

        建物 962,946

        建物減価償却累計額 -688,587

        工作物 31,747,046

        工作物減価償却累計額 -18,519,088

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 13,609

      物品 1,037,619

      物品減価償却累計額 -791,543

    無形固定資産 288,174

      ソフトウェア 5,513

      その他 282,661

    投資その他の資産 2,089,248

      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 109,405

      長期貸付金 5,282

      基金 1,927,127

        減債基金 -

        その他 1,927,127

      その他 35,893

      徴収不能引当金 -2,674

  流動資産 1,871,128

    現金預金 805,809

    未収金 84,044

    短期貸付金 1,287

    基金 854,882

      財政調整基金 708,745

      減債基金 146,137

    棚卸資産 105,351

    その他 21,974

    徴収不能引当金 -2,219

  繰延資産 - 純資産合計 15,558,119

資産合計 22,096,295 負債及び純資産合計 22,096,295

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 266

    その他 1,728

純行政コスト 6,329,759

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,728

  臨時利益 1,994

  臨時損失 2,100

    災害復旧事業費 172

    資産除売却損 199

    使用料及び手数料 441,549

    その他 364,919

純経常行政コスト 6,329,654

      社会保障給付 192,785

      その他 13,477

  経常収益 806,469

        その他 75,735

    移転費用 3,623,179

      補助金等 3,416,781

      その他の業務費用 136,342

        支払利息 58,084

        徴収不能引当金繰入額 2,523

        維持補修費 175,597

        減価償却費 918,922

        その他 274

        その他 216,126

      物件費等 1,998,624

        物件費 903,831

        職員給与費 1,015,698

        賞与等引当金繰入額 85,079

        退職手当引当金繰入額 61,075

  経常費用 7,136,123

    業務費用 3,512,944

      人件費 1,377,978

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：千円）

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 15,586,464 21,613,970 -6,027,506 -

  純行政コスト（△） -6,329,759 -6,329,759 -

  財源 6,269,637 6,269,637 -

    税収等 3,807,755 3,807,755 -

    国県等補助金 2,461,881 2,461,881 -

  本年度差額 -60,123 -60,123 -

  固定資産等の変動（内部変動） -517,897 517,897

    有形固定資産等の増加 198,845 -198,845

    有形固定資産等の減少 -878,168 878,168

    貸付金・基金等の増加 304,305 -304,305

    貸付金・基金等の減少 -142,879 142,879

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,512 -3,512

  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 26,620 8,301 18,320 -

  その他 8,670 -19,526 28,196

  本年度純資産変動額 -28,345 -532,634 504,290 -

本年度末純資産残高 15,558,119 21,081,336 -5,523,217 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 13,584

本年度歳計外現金増減額 6,205

本年度末歳計外現金残高 19,789

本年度末現金預金残高 805,809

財務活動収支 -471,026

本年度資金収支額 -13,719

前年度末資金残高 807,319

比例連結割合変更に伴う差額 -7,581

本年度末資金残高 786,020

    地方債等償還支出 726,290

    その他の支出 33,314

  財務活動収入 288,578

    地方債等発行収入 226,572

    その他の収入 62,006

    資産売却収入 266

    その他の収入 38,877

投資活動収支 -319,209

【財務活動収支】

  財務活動支出 759,604

    その他の支出 1,655

  投資活動収入 188,568

    国県等補助金収入 9,639

    基金取崩収入 135,723

    貸付金元金回収収入 4,063

  投資活動支出 507,777

    公共施設等整備費支出 204,706

    基金積立金支出 298,416

    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 172

    その他の支出 1,728

  臨時収入 1,728

業務活動収支 776,516

【投資活動収支】

    税収等収入 3,764,352

    国県等補助金収入 2,448,398

    使用料及び手数料収入 445,608

    その他の収入 319,519

  臨時支出 1,900

    移転費用支出 3,680,777

      補助金等支出 3,416,784

      社会保障給付支出 192,785

      その他の支出 71,072

  業務収入 6,977,878

    業務費用支出 2,520,413

      人件費支出 1,308,081

      物件費等支出 1,080,825

      支払利息支出 58,084

      その他の支出 73,423

連結資金収支計算書
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 6,201,189


