
【様式第1号】

自治体名：屋久島町

会計：全体会計 （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 51,444,275   固定負債 11,709,792

    有形固定資産 49,252,788     地方債等 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 681,364

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 937,118     その他 74,139

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,719,476

        建物 29,399,916     １年内償還予定地方債等 1,485,455

        建物減価償却累計額 -20,863,781     未払金 80,117

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,082,867     前受金 1,604

        工作物減価償却累計額 -2,463,098     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 98,181

        船舶 -     預り金 27,420

        船舶減価償却累計額 -     その他 26,698

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,429,268

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 54,028,904

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -12,726,406

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 898,486

      インフラ資産 31,835,697

        土地 215,484

        土地減損損失累計額 -

        建物 624,916

        建物減価償却累計額 -421,944

        建物減損損失累計額 -

        工作物 85,497,467

        工作物減価償却累計額 -54,112,786

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 32,561

      物品 1,301,828

      物品減価償却累計額 -1,013,434

      物品減損損失累計額 -

    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 2,175,089

      投資及び出資金 285,488

        有価証券 1,728

        出資金 283,760

        その他 -

      長期延滞債権 206,149

      長期貸付金 65,697

      基金 1,632,203

        減債基金 -

        その他 1,632,203

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,448

  流動資産 3,287,491

    現金預金 532,199

    未収金 163,792

    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 -5,384

  繰延資産 - 純資産合計 41,302,498

資産合計 54,731,766 負債及び純資産合計 54,731,766

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 267

    その他 -

純行政コスト 12,536,606

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 267

  臨時損失 20,214

    災害復旧事業費 15,650

    資産除売却損 4,564

    使用料及び手数料 183,313

    その他 423,033

純経常行政コスト 12,516,658

      社会保障給付 1,576,139

      その他 4,469

  経常収益 606,346

        その他 71,445

    移転費用 6,637,818

      補助金等 4,891,642

      その他の業務費用 211,152

        支払利息 119,875

        徴収不能引当金繰入額 19,832

        維持補修費 170,950

        減価償却費 2,496,377

        その他 -

        その他 354,900

      物件費等 4,463,869

        物件費 1,796,542

        職員給与費 1,350,250

        賞与等引当金繰入額 98,181

        退職手当引当金繰入額 6,834

  経常費用 13,123,004

    業務費用 6,485,186

      人件費 1,810,165

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 41,419,044 54,316,392 -12,897,348 -

  純行政コスト（△） -12,536,606 -12,536,606 -

  財源 12,280,444 12,280,444 -

    税収等 8,695,280 8,695,280 -

    国県等補助金 3,585,164 3,585,164 -

  本年度差額 -256,162 -256,162 -

  固定資産等の変動（内部変動） -427,104 427,104

    有形固定資産等の増加 2,233,569 -2,233,569

    有形固定資産等の減少 -3,209,456 3,209,456

    貸付金・基金等の増加 604,365 -604,365

    貸付金・基金等の減少 -55,582 55,582

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 139,617 139,617

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -116,545 -287,488 170,942 -

本年度末純資産残高 41,302,498 54,028,904 -12,726,406 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 30,166

本年度歳計外現金増減額 -2,746

本年度末歳計外現金残高 27,420

本年度末現金預金残高 532,199

財務活動収支 46,965

本年度資金収支額 -51,173

前年度末資金残高 555,951

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 504,779

    地方債等償還支出 1,486,818

    その他の支出 7,577

  財務活動収入 1,541,359

    地方債等発行収入 1,541,359

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,097

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,880,048

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,494,394

    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

    貸付金元金回収収入 30,360

  投資活動支出 2,399,613

    公共施設等整備費支出 1,437,103

    基金積立金支出 944,410

    投資及び出資金支出 100

    貸付金支出 18,000

    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 1,781,911

【投資活動収支】

    税収等収入 8,681,229

    国県等補助金収入 3,357,509

    使用料及び手数料収入 184,039

    その他の収入 269,603

  臨時支出 15,650

    移転費用支出 6,717,936

      補助金等支出 4,971,760

      社会保障給付支出 1,576,139

      その他の支出 4,469

  業務収入 12,492,380

    業務費用支出 3,976,883

      人件費支出 1,798,170

      物件費等支出 1,988,629

      支払利息支出 119,875

      その他の支出 70,209

連結資金収支計算書
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 10,694,819


