
【様式第1号】

自治体名：屋久島町

会計：一般会計等 （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 50,383,246   固定負債 11,684,598

    有形固定資産 48,382,245     地方債 10,938,149

      事業用資産 17,558,467     長期未払金 147,350

        土地 5,136,436     退職手当引当金 566,098

        立木竹 937,118     損失補償等引当金 -

        建物 31,056,663     その他 33,001

        建物減価償却累計額 -21,407,284   流動負債 1,690,737

        工作物 4,218,809     １年内償還予定地方債 1,451,604

        工作物減価償却累計額 -2,641,677     未払金 87,911

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,576

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 97,338

        航空機 -     預り金 28,333

        航空機減価償却累計額 -     その他 22,975

        その他 - 負債合計 13,375,335

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 258,402   固定資産等形成分 53,041,237

      インフラ資産 30,529,451   余剰分（不足分） -12,438,715

        土地 218,588

        建物 624,916

        建物減価償却累計額 -433,857

        工作物 85,705,199

        工作物減価償却累計額 -55,669,146

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 83,752

      物品 1,368,005

      物品減価償却累計額 -1,073,677

    無形固定資産 13,603

      ソフトウェア 3,218

      その他 10,385

    投資その他の資産 1,987,398

      投資及び出資金 284,405

        有価証券 728

        出資金 283,677

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 112,520

      長期貸付金 57,337

      基金 1,541,088

        減債基金 -

        その他 1,541,088

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,952

  流動資産 3,594,611

    現金預金 502,008

    未収金 424,442

    短期貸付金 13,360

    基金 2,644,631

      財政調整基金 2,330,818

      減債基金 313,813

    棚卸資産 12,255

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,086 純資産合計 40,602,522

資産合計 53,977,857 負債及び純資産合計 53,977,857

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：屋久島町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 9,268,305

    その他 1,400

  臨時利益 4,980

    資産売却益 4,980

    資産除売却損 20,976

    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 9,212,872

  臨時損失 60,414

    災害復旧事業費 38,038

  経常収益 453,774

    使用料及び手数料 181,743

    その他 272,032

      社会保障給付 1,675,572

      他会計への繰出金 715,688

      その他 4,388

        その他 37,608

    移転費用 3,494,699

      補助金等 1,099,051

      その他の業務費用 147,165

        支払利息 99,519

        徴収不能引当金繰入額 10,038

        維持補修費 139,719

        減価償却費 2,475,781

        その他 -

        その他 354,528

      物件費等 4,373,872

        物件費 1,758,372

        職員給与費 1,199,044

        賞与等引当金繰入額 97,338

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 9,666,646

    業務費用 6,171,947

      人件費 1,650,910

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：屋久島町

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 41,123,662 53,852,771 -12,729,109

  純行政コスト（△） -9,268,305 -9,268,305

  財源 8,722,979 8,722,979

    税収等 6,614,303 6,614,303

    国県等補助金 2,108,675 2,108,675

  本年度差額 -545,326 -545,326

  固定資産等の変動（内部変動） -835,719 835,719

    有形固定資産等の増加 2,541,167 -2,541,167

    有形固定資産等の減少 -3,432,513 3,432,513

    貸付金・基金等の増加 78,645 -78,645

    貸付金・基金等の減少 -23,019 23,019

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 24,185 24,185

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -521,141 -811,534 290,393

本年度末純資産残高 40,602,522 53,041,237 -12,438,715

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：屋久島町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 27,350

本年度歳計外現金増減額 983

本年度末歳計外現金残高 28,333

本年度末現金預金残高 502,008

    その他の収入 -

財務活動収支 151,265

本年度資金収支額 9,266

前年度末資金残高 464,409

本年度末資金残高 473,675

  財務活動支出 1,510,682

    地方債償還支出 1,485,455

    その他の支出 25,228

  財務活動収入 1,661,947

    地方債発行収入 1,661,947

    貸付金元金回収収入 28,360

    資産売却収入 10,786

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,468,057

【財務活動収支】

    貸付金支出 20,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 759,482

    国県等補助金収入 204,570

    基金取崩収入 515,766

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,227,539

    公共施設等整備費支出 1,613,128

    基金積立金支出 594,094

    投資及び出資金支出 317

  臨時支出 38,038

    災害復旧事業費支出 38,038

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,326,059

  業務収入 8,609,470

    税収等収入 6,613,816

    国県等補助金収入 1,619,867

    使用料及び手数料収入 177,853

    その他の収入 197,934

    移転費用支出 3,574,816

      補助金等支出 1,179,169

      社会保障給付支出 1,675,572

      他会計への繰出支出 715,688

      その他の支出 4,388

    業務費用支出 3,670,557

      人件費支出 1,644,886

      物件費等支出 1,898,090

      支払利息支出 99,519

      その他の支出 28,061

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,245,373


