
【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 51,268,142   固定負債 11,652,394

    有形固定資産 49,246,610     地方債 10,727,806

      事業用資産 17,128,697     長期未払金 226,483

        土地 5,137,189     退職手当引当金 626,664

        立木竹 937,118     損失補償等引当金 -

        建物 29,399,916     その他 71,442

        建物減価償却累計額 -20,863,781   流動負債 1,711,068

        工作物 4,082,867     １年内償還予定地方債 1,485,455

        工作物減価償却累計額 -2,463,098     未払金 80,117

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 1,604

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 91,314

        航空機 -     預り金 27,350

        航空機減価償却累計額 -     その他 25,228

        その他 - 負債合計 13,363,461

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 898,486   固定資産等形成分 53,852,771

      インフラ資産 31,835,697   余剰分（不足分） -12,729,109

        土地 215,484

        建物 624,916

        建物減価償却累計額 -421,944

        工作物 85,497,467

        工作物減価償却累計額 -54,112,786

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 32,561

      物品 1,288,916

      物品減価償却累計額 -1,006,701

    無形固定資産 16,399

      ソフトウェア 4,354

      その他 12,045

    投資その他の資産 2,005,134

      投資及び出資金 285,488

        有価証券 1,728

        出資金 283,760

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 125,210

      長期貸付金 65,697

      基金 1,536,122

        減債基金 -

        その他 1,536,122

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,384

  流動資産 3,218,982

    現金預金 491,759

    未収金 132,452

    短期貸付金 13,360

    基金 2,571,269

      財政調整基金 2,276,469

      減債基金 294,800

    棚卸資産 12,255

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,114 純資産合計 41,123,662

資産合計 54,487,124 負債及び純資産合計 54,487,124

貸借対照表
（平成30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 9,107,116

    その他 -

  臨時利益 267

    資産売却益 267

    資産除売却損 4,564

    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 9,087,169

  臨時損失 20,214

    災害復旧事業費 15,650

  経常収益 581,439

    使用料及び手数料 182,873

    その他 398,565

      社会保障給付 1,575,475

      他会計への繰出金 668,928

      その他 4,447

        その他 35,924

    移転費用 3,407,330

      補助金等 1,158,480

      その他の業務費用 165,297

        支払利息 119,875

        徴収不能引当金繰入額 9,498

        維持補修費 170,950

        減価償却費 2,494,782

        その他 -

        その他 332,726

      物件費等 4,407,997

        物件費 1,742,266

        職員給与費 1,263,943

        賞与等引当金繰入額 91,314

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 9,668,607

    業務費用 6,261,277

      人件費 1,687,983

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30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 41,260,845 54,165,439 -12,904,594

  純行政コスト（△） -9,107,116 -9,107,116

  財源 8,830,316 8,830,316

    税収等 6,669,982 6,669,982

    国県等補助金 2,160,334 2,160,334

  本年度差額 -276,801 -276,801

  固定資産等の変動（内部変動） -452,285 452,285

    有形固定資産等の増加 2,231,139 -2,231,139

    有形固定資産等の減少 -3,207,861 3,207,861

    貸付金・基金等の増加 573,237 -573,237

    貸付金・基金等の減少 -48,800 48,800

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 139,618 139,618

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -137,183 -312,668 175,485

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

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30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 30,089

本年度歳計外現金増減額 -2,739

本年度末歳計外現金残高 27,350

本年度末現金預金残高 491,759

    その他の収入 -

財務活動収支 48,435

本年度資金収支額 -40,765

前年度末資金残高 505,174

本年度末資金残高 464,409

  財務活動支出 1,492,924

    地方債償還支出 1,486,818

    その他の支出 6,106

  財務活動収入 1,541,359

    地方債発行収入 1,541,359

    貸付金元金回収収入 30,360

    資産売却収入 2,097

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,847,008

【財務活動収支】

    貸付金支出 18,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 519,565

    国県等補助金収入 130,428

    基金取崩収入 356,680

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,366,573

    公共施設等整備費支出 1,434,673

    基金積立金支出 913,800

    投資及び出資金支出 100

  臨時支出 15,650

    災害復旧事業費支出 15,650

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,757,808

  業務収入 9,035,021

    税収等収入 6,663,903

    国県等補助金収入 1,932,679

    使用料及び手数料収入 183,600

    その他の収入 254,840

    移転費用支出 3,487,447

      補助金等支出 1,238,597

      社会保障給付支出 1,575,475

      他会計への繰出支出 668,928

      その他の支出 4,447

    業務費用支出 3,774,115

      人件費支出 1,683,964

      物件費等支出 1,934,352

      支払利息支出 119,875

      その他の支出 35,924

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,261,563


