
屋久島町　平成２８年度 【様式第 1号】

（単位：円） 

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】
  固定資産 51,848,155,265          固定負債 11,777,338,900         
    有形固定資産 50,083,703,086            地方債 10,671,901,834         
      事業用資産 16,923,300,432            長期未払金 306,600,254             
        土地 5,095,730,105             退職手当引当金 766,511,990             
        立木竹 937,118,479                損失補償等引当金 -                           
        建物 29,186,212,450            その他 32,324,822              
        建物減価償却累計額 -20,207,563,515        流動負債 1,703,401,226          
        工作物 4,003,432,738             １年内償還予定地方債 1,486,817,788          
        工作物減価償却累計額 -2,287,441,569            未払金 80,117,343              
        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 87,294,365              
        航空機 -                              預り金 30,088,640              
        航空機減価償却累計額 -                              その他 19,083,090              
        その他 -                          負債合計 13,480,740,126         
        その他減価償却累計額 -                          【純資産の部】
        建設仮勘定 195,811,744              固定資産等形成分 54,165,438,765         
      インフラ資産 32,932,482,259          余剰分（不足分） -12,904,593,534       
        土地 211,366,329            
        建物 624,915,722            
        建物減価償却累計額 -409,656,064          
        工作物 85,145,056,948        
        工作物減価償却累計額 -52,731,711,974      
        その他 -                          
        その他減価償却累計額 -                          
        建設仮勘定 92,511,298             
      物品 1,166,302,077         
      物品減価償却累計額 -938,381,682          
    無形固定資産 19,204,738             
      ソフトウェア 5,495,266               
      その他 13,709,472             
    投資その他の資産 1,745,247,441         
      投資及び出資金 285,388,000            
        有価証券 1,728,000               
        出資金 283,660,000            
        その他 -                          
      投資損失引当金 -                          
      長期延滞債権 159,706,256            
      長期貸付金 154,224,500            
      基金 1,140,708,472         
        減債基金 -                          
        その他 1,140,708,472         
      その他 10,329,300             
      徴収不能引当金 -5,109,087             
  流動資産 2,893,430,092         
    現金預金 535,263,111            
    未収金 35,585,886             
    短期貸付金 29,004,500             
    基金 2,288,279,000         
      財政調整基金 2,045,130,000         
      減債基金 243,149,000            
    棚卸資産 12,255,267             
    その他 2,548,000               
    徴収不能引当金 -9,505,672             純資産合計 41,260,845,231         
資産合計 54,741,585,357        負債及び純資産合計 54,741,585,357         

一般会計等　貸借対照表
（平成29年 3月31日）



屋久島町　平成２８年度 【様式第 2号】

（単位：円） 

    その他 -                                   

純行政コスト 9,142,938,330                  

  臨時利益 87,507,469                      

    資産売却益 87,507,469                      

    損失補償等引当金繰入額 -                                   

    その他 -                                   

    資産除売却損 5,447,588                       

    投資損失引当金繰入額 -                                   

  臨時損失 183,011,669                    

    災害復旧事業費 177,564,081                    

    その他 202,156,023                    

純経常行政コスト 9,047,434,130                  

  経常収益 441,469,382                    

    使用料及び手数料 239,313,359                    

      他会計への繰出金 702,655,446                    

      その他 5,730,582                       

      補助金等 1,146,951,318                  

      社会保障給付 1,496,700,902                  

        その他 34,070,430                      

    移転費用 3,352,038,248                  

        支払利息 140,496,526                    

        徴収不能引当金繰入額 3,964,194                       

        その他 -                                   

      その他の業務費用 178,531,150                    

        維持補修費 156,232,555                    

        減価償却費 2,477,061,880                  

      物件費等 4,385,127,818                  

        物件費 1,751,833,383                  

9,488,903,512                  

        退職手当引当金繰入額 -                                   

        その他 297,012,195                    

        職員給与費 1,188,899,736                  

        賞与等引当金繰入額 87,294,365                      

一般会計等　行政コスト計算書
自　平成28年 4月 1日

至　平成29年 3月31日

    業務費用 6,136,865,264                  

      人件費 1,573,206,296                  

科目名 金額

  経常費用



屋久島町　平成２８年度 【様式第 3号】

（単位：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 41,546,203,567    55,174,084,826    -13,627,881,259     

  純行政コスト（△） -9,142,938,330    -9,142,938,330       

  財源 8,699,799,354     8,699,799,354         

    税収等 6,493,843,041     6,493,843,041         

    国県等補助金 2,205,956,313     2,205,956,313         

  本年度差額 -443,138,976      -443,138,976         

  固定資産等の変動（内部変動） -1,166,426,701    1,166,426,701         

    有形固定資産等の増加 633,571,266        -633,571,266         

    有形固定資産等の減少 -2,477,061,880    2,477,061,880         

    貸付金・基金等の増加 1,075,440,512     -1,075,440,512       

    貸付金・基金等の減少 -398,376,599      398,376,599           

  資産評価差額 -                       -                       

  無償所管換等 157,780,640        157,780,640        

  その他 -                       -                          

  本年度純資産変動額 -285,358,336      -1,008,646,061    723,287,725           

本年度末純資産残高 41,260,845,231    54,165,438,765    -12,904,593,534     

一般会計等　純資産変動計算書
自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日



屋久島町　平成２８年度 【様式第 4号】

（単位：円） 

本年度資金収支額 -19,813,692                          

前年度末資金残高 524,988,163                          

本年度末資金残高 505,174,471                          

    地方債発行収入 866,560,000                          

    その他の収入 -                                         

財務活動収支 -629,616,846                        

    地方債償還支出 1,474,392,185                        

    その他の支出 21,784,661                            

  財務活動収入 866,560,000                          

投資活動収支 -455,812,714                        

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,496,176,846                        

    資産売却収入 84,107,703                            

    その他の収入 -                                         

    基金取崩収入 347,962,349                          

    貸付金元金回収収入 50,414,250                            

  投資活動収入 817,995,402                          

    国県等補助金収入 335,511,100                          

    貸付金支出 35,850,000                            

    その他の支出 -                                         

    基金積立金支出 1,042,138,512                        

    投資及び出資金支出 50,000                                 

  投資活動支出 1,273,808,116                        

    公共施設等整備費支出 195,769,604                          

業務活動収支 1,065,615,868                        

【投資活動収支】

    その他の支出 -                                         

  臨時収入 -                                         

  臨時支出 177,564,081                          

    災害復旧事業費支出 177,564,081                          

    使用料及び手数料収入 188,496,293                          

    その他の収入 169,885,914                          

    税収等収入 6,587,492,622                        

    国県等補助金収入 1,870,445,213                        

      その他の支出 5,730,582                             

  業務収入 8,816,320,042                        

      社会保障給付支出 1,496,700,902                        

      他会計への繰出支出 702,655,446                          

    移転費用支出 3,432,155,591                        

      補助金等支出 1,227,068,661                        

      支払利息支出 140,496,526                          

      その他の支出 34,070,430                            

      人件費支出 1,627,905,777                        

      物件費等支出 2,338,511,769                        

  業務支出 7,573,140,093                        

    業務費用支出 4,140,984,502                        

至　平成29年 3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

本年度末歳計外現金残高 30,088,640                            

本年度末現金預金残高 535,263,111                          

一般会計等　資金収支計算書
自　平成28年 4月 1日

前年度末歳計外現金残高 31,734,846                            

本年度歳計外現金増減額 -1,646,206                            


