
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 18,690,252   固定負債 5,032,324

    有形固定資産 16,945,746     地方債等 4,486,884

      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 700,306

        工作物 363,980     １年内償還予定地方債等 587,611

        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 59,958

        航空機 -     預り金 19,457

        航空機減価償却累計額 -     その他 33,279

        その他 - 負債合計 5,732,630

        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 19,521,392

      インフラ資産 13,813,794   余剰分（不足分） -5,284,982

        土地 468,263   他団体出資等分 -

        建物 927,230

        建物減価償却累計額 -665,422

        工作物 31,485,257

        工作物減価償却累計額 -18,411,573

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10,038

      物品 413,080

      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 1,741,220

      投資及び出資金 331,322

        有価証券 -

        出資金 36,380

        その他 294,942

      長期延滞債権 109,393

      長期貸付金 5,282

      基金 1,297,891

        減債基金 -

        その他 1,297,891

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,669

  流動資産 1,278,788

    現金預金 329,498

    未収金 15,799

    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 103,616

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,265

  繰延資産 - 純資産合計 14,236,410

資産合計 19,969,040 負債及び純資産合計 19,969,040

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 235

    その他 -

純行政コスト 5,319,937

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 235

  臨時損失 172

    災害復旧事業費 172

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 195,837

    その他 144,336

純経常行政コスト 5,319,999

      社会保障給付 183,726

      その他 10,821

  経常収益 340,173

        その他 42,307

    移転費用 3,014,170

      補助金等 2,819,623

      その他の業務費用 97,207

        支払利息 52,455

        徴収不能引当金繰入額 2,445

        維持補修費 150,194

        減価償却費 831,019

        その他 -

        その他 118,224

      物件費等 1,721,742

        物件費 740,529

        職員給与費 648,871

        賞与等引当金繰入額 59,958

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,660,173

    業務費用 2,646,003

      人件費 827,054

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：全体会計 （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 14,265,761 20,075,193 -5,809,432 -

  純行政コスト（△） -5,319,937 -5,319,937 -

  財源 5,293,909 5,293,909 -

    税収等 3,327,303 3,327,303 -

    国県等補助金 1,966,606 1,966,606 -

  本年度差額 -26,028 -26,028 -

  固定資産等の変動（内部変動） -550,478 550,478

    有形固定資産等の増加 151,249 -151,249

    有形固定資産等の減少 -831,019 831,019

    貸付金・基金等の増加 240,714 -240,714

    貸付金・基金等の減少 -111,422 111,422

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,415 -3,415

  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 93 93 -

  本年度純資産変動額 -29,351 -553,801 524,450 -

本年度末純資産残高 14,236,410 19,521,392 -5,284,982 -

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：全体会計 （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 329,498

財務活動収支 -467,799

本年度資金収支額 23,183

前年度末資金残高 286,857

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 310,040

    地方債等償還支出 671,381

    その他の支出 33,220

  財務活動収入 236,803

    地方債等発行収入 203,622

    その他の収入 33,181

    資産売却収入 235

    その他の収入 38,877

投資活動収支 -237,937

【財務活動収支】

  財務活動支出 704,601

    その他の支出 -

  投資活動収入 153,976

    国県等補助金収入 6,336

    基金取崩収入 104,465

    貸付金元金回収収入 4,063

  投資活動支出 391,912

    公共施設等整備費支出 151,249

    基金積立金支出 236,816

    投資及び出資金支出 848

    貸付金支出 3,000

    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 728,918

【投資活動収支】

    税収等収入 3,286,651

    国県等補助金収入 1,960,271

    使用料及び手数料収入 197,345

    その他の収入 102,532

  臨時支出 172

    移転費用支出 3,014,170

      補助金等支出 2,819,623

      社会保障給付支出 183,726

      その他の支出 10,821

  業務収入 5,546,799

    業務費用支出 1,803,539

      人件費支出 819,001

      物件費等支出 890,723

      支払利息支出 52,455

      その他の支出 41,360

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 4,817,709


