
【様式第1号】

自治体名：屋久島町

会計：連結会計 （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 52,530,440   固定負債 11,733,187

    有形固定資産 50,327,001     地方債等 10,727,806

      事業用資産 17,186,003     長期未払金 226,483

        土地 5,137,189     退職手当引当金 703,872

        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 75,026

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,779,482

        建物 29,591,198     １年内償還予定地方債等 1,485,455

        建物減価償却累計額 -20,997,928     未払金 118,117

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,083,167     前受金 1,604

        工作物減価償却累計額 -2,463,227     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 119,090

        船舶 -     預り金 27,420

        船舶減価償却累計額 -     その他 27,796

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,512,669

        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 55,135,273

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -11,902,873

        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 32,630,700

        土地 215,484

        土地減損損失累計額 -

        建物 672,889

        建物減価償却累計額 -444,686

        建物減損損失累計額 -

        工作物 86,740,662

        工作物減価償却累計額 -54,586,209

        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 1,756,017

      物品減価償却累計額 -1,245,719

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 16,479

      ソフトウェア 4,354

      その他 12,125

    投資その他の資産 2,186,959

      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 206,445

      長期貸付金 65,697

      基金 1,643,778

        減債基金 -

        その他 1,643,778

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,448

  流動資産 4,214,629

    現金預金 1,318,408

    未収金 261,787

    短期貸付金 13,360

    基金 2,591,473

      財政調整基金 2,296,673

      減債基金 294,800

    棚卸資産 34,986

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,384

  繰延資産 - 純資産合計 43,232,400

資産合計 56,745,069 負債及び純資産合計 56,745,069

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 267

    その他 -

純行政コスト 14,926,448

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,508

  臨時利益 267

  臨時損失 23,722

    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 880,673

    その他 429,599

純経常行政コスト 14,902,992

      社会保障給付 3,622,220

      その他 4,823

  経常収益 1,310,272

        その他 119,866

    移転費用 8,703,416

      補助金等 4,910,804

      その他の業務費用 263,468

        支払利息 123,769

        徴収不能引当金繰入額 19,832

        維持補修費 219,987

        減価償却費 2,580,545

        その他 151

        その他 371,419

      物件費等 5,108,724

        物件費 2,308,041

        職員給与費 1,638,234

        賞与等引当金繰入額 116,114

        退職手当引当金繰入額 11,889

  経常費用 16,213,264

    業務費用 7,509,848

      人件費 2,137,656

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：連結会計 （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 43,346,267 55,483,696 -12,137,429 -

  純行政コスト（△） -14,926,448 -14,926,448 -

  財源 14,684,590 14,684,590 -

    税収等 10,165,731 10,165,731 -

    国県等補助金 4,518,860 4,518,860 -

  本年度差額 -241,857 -241,857 -

  固定資産等の変動（内部変動） -472,701 472,701

    有形固定資産等の増加 2,294,102 -2,294,102

    有形固定資産等の減少 -3,294,320 3,294,320

    貸付金・基金等の増加 606,062 -606,062

    貸付金・基金等の減少 -78,545 78,545

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 104,197 104,197

  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 23,793 20,080 3,713 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -113,867 -348,423 234,556 -

本年度末純資産残高 43,232,400 55,135,273 -11,902,873 -

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：連結会計 （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 -2,745

本年度末歳計外現金残高 27,421

本年度末現金預金残高 1,318,408

財務活動収支 45,867

本年度資金収支額 -18,884

前年度末資金残高 1,305,595

比例連結割合変更に伴う差額 4,276

本年度末資金残高 1,290,987

    地方債等償還支出 1,486,818

    その他の支出 8,674

  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 -1,942,288

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,495,492

    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 2,461,853

    公共施設等整備費支出 1,497,636

    基金積立金支出 946,117

    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 3,508

  臨時収入 -

業務活動収支 1,877,536

【投資活動収支】

    税収等収入 10,151,680

    国県等補助金収入 4,291,204

    使用料及び手数料収入 887,446

    その他の収入 276,163

  臨時支出 19,158

    移転費用支出 8,783,533

      補助金等支出 4,990,921

      社会保障給付支出 3,622,220

      その他の支出 4,823

  業務収入 15,606,493

    業務費用支出 4,926,265

      人件費支出 2,117,778

      物件費等支出 2,567,109

      支払利息支出 123,769

      その他の支出 117,609

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 13,709,798


