
【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 50,601,920   固定負債 11,733,113

    有形固定資産 48,386,221     地方債等 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 613,337

        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 34,276

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,698,069

        建物 31,056,663     １年内償還予定地方債等 1,451,604

        建物減価償却累計額 -21,407,284     未払金 87,911

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,218,809     前受金 2,576

        工作物減価償却累計額 -2,641,677     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 103,181

        船舶 -     預り金 28,352

        船舶減価償却累計額 -     その他 24,446

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,431,182

        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 53,259,911

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -12,408,885

        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 258,402

      インフラ資産 30,529,451

        土地 218,588

        土地減損損失累計額 -

        建物 624,916

        建物減価償却累計額 -433,857

        建物減損損失累計額 -

        工作物 85,705,199

        工作物減価償却累計額 -55,669,146

        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 83,752

      物品 1,380,917

      物品減価償却累計額 -1,082,614

      物品減損損失累計額 -

    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 2,202,097

      投資及び出資金 284,405

        有価証券 728

        出資金 283,677

        その他 -

      長期延滞債権 190,872

      長期貸付金 57,337

      基金 1,684,740

        減債基金 -

        その他 1,684,740

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,257

  流動資産 3,680,288

    現金預金 563,369

    未収金 451,386

    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 -4,713

  繰延資産 - 純資産合計 40,851,026

資産合計 54,282,208 負債及び純資産合計 54,282,208

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 4,980

    その他 -

純行政コスト 12,041,692

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,400

  臨時利益 4,980

  臨時損失 60,414

    災害復旧事業費 38,038

    資産除売却損 20,976

    使用料及び手数料 182,180

    その他 289,042

純経常行政コスト 11,986,259

      社会保障給付 1,676,712

      その他 4,423

  経常収益 471,222

        その他 99,756

    移転費用 6,042,686

      補助金等 4,148,204

      その他の業務費用 219,246

        支払利息 99,519

        徴収不能引当金繰入額 19,971

        維持補修費 139,719

        減価償却費 2,477,984

        その他 -

        その他 377,797

      物件費等 4,426,847

        物件費 1,809,145

        職員給与費 1,287,725

        賞与等引当金繰入額 103,181

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 12,457,481

    業務費用 6,414,796

      人件費 1,768,702

連結行政コスト計算書
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：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 41,302,498 54,028,904 -12,726,406 -

  純行政コスト（△） -12,041,692 -12,041,692 -

  財源 11,566,035 11,566,035 -

    税収等 7,621,935 7,621,935 -

    国県等補助金 3,944,100 3,944,100 -

  本年度差額 -475,658 -475,658 -

  固定資産等の変動（内部変動） -793,178 793,178

    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 -3,434,715 3,434,715

    貸付金・基金等の増加 127,566 -127,566

    貸付金・基金等の減少 -27,196 27,196

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 24,185 24,185

  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 -451,472 -768,993 317,520 -

本年度末純資産残高 40,851,026 53,259,911 -12,408,885 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 27,420

本年度歳計外現金増減額 932

本年度末歳計外現金残高 28,352

本年度末現金預金残高 563,369

財務活動収支 149,794

本年度資金収支額 30,239

前年度末資金残高 504,779

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 535,017

    地方債等償還支出 1,485,455

    その他の支出 26,698

  財務活動収入 1,661,947

    地方債等発行収入 1,661,947

    その他の収入 -

    資産売却収入 10,786

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,515,628

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,512,153

    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

    貸付金元金回収収入 28,360

  投資活動支出 2,275,110

    公共施設等整備費支出 1,613,128

    基金積立金支出 641,665

    投資及び出資金支出 317

    貸付金支出 20,000

    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 1,396,073

【投資活動収支】

    税収等収入 7,539,932

    国県等補助金収入 3,532,900

    使用料及び手数料収入 178,290

    その他の収入 204,213

  臨時支出 38,038

    移転費用支出 6,122,803

      補助金等支出 4,228,322

      社会保障給付支出 1,676,712

      その他の支出 4,423

  業務収入 11,455,335

    業務費用支出 3,898,421

      人件費支出 1,763,703

      物件費等支出 1,948,863

      支払利息支出 99,519

      その他の支出 86,336

連結資金収支計算書
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 10,021,224


