
【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 51,915,114   固定負債 11,991,168

    有形固定資産 49,448,444     地方債等 10,938,149

      事業用資産 17,612,408     長期未払金 147,350

        土地 5,136,436     退職手当引当金 871,351

        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 34,317

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,774,461

        建物 31,246,057     １年内償還予定地方債等 1,451,604

        建物減価償却累計額 -21,542,737     未払金 140,362

        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 126,284

        船舶 -     預り金 28,352

        船舶減価償却累計額 -     その他 25,284

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,765,629

        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 54,594,790

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -11,785,990

        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 31,332,322

        土地 218,588

        土地減損損失累計額 -

        建物 672,889

        建物減価償却累計額 -457,397

        建物減損損失累計額 -

        工作物 86,975,443

        工作物減価償却累計額 -56,160,952

        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 1,834,552

      物品減価償却累計額 -1,330,838

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 13,683

      ソフトウェア 3,218

      その他 10,465

    投資その他の資産 2,452,988

      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 190,968

      長期貸付金 57,337

      基金 1,935,535

        減債基金 -

        その他 1,935,535

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,257

  流動資産 4,659,314

    現金預金 1,401,295

    未収金 549,852

    短期貸付金 13,360

    基金 2,666,316

      財政調整基金 2,352,503

      減債基金 313,813

    棚卸資産 33,205

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,713

  繰延資産 - 純資産合計 42,808,800

資産合計 56,574,429 負債及び純資産合計 56,574,429

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 5,020

    その他 450

純行政コスト 13,943,376

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,400

  臨時利益 5,470

  臨時損失 60,583

    災害復旧事業費 38,038

    資産除売却損 21,146

    使用料及び手数料 856,596

    その他 300,209

純経常行政コスト 13,888,263

      社会保障給付 3,802,655

      その他 4,687

  経常収益 1,156,806

        その他 140,385

    移転費用 7,644,280

      補助金等 3,623,592

      その他の業務費用 264,341

        支払利息 103,985

        徴収不能引当金繰入額 19,971

        維持補修費 178,694

        減価償却費 2,562,906

        その他 155

        その他 394,697

      物件費等 5,043,971

        物件費 2,302,215

        職員給与費 1,574,553

        賞与等引当金繰入額 123,110

        退職手当引当金繰入額 117

  経常費用 15,045,069

    業務費用 7,400,789

      人件費 2,092,477

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：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 43,232,400 55,135,273 -11,902,873 -

  純行政コスト（△） -13,943,376 -13,943,376 -

  財源 13,496,464 13,496,464 -

    税収等 8,582,179 8,582,179 -

    国県等補助金 4,914,285 4,914,285 -

  本年度差額 -446,912 -446,912 -

  固定資産等の変動（内部変動） -561,675 561,675

    有形固定資産等の増加 2,618,401 -2,618,401

    有形固定資産等の減少 -3,521,209 3,521,209

    貸付金・基金等の増加 371,246 -371,246

    貸付金・基金等の減少 -30,113 30,113

  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 -874 -2,993 2,119 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -423,600 -540,483 116,883 -

本年度末純資産残高 42,808,800 54,594,790 -11,785,990 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 27,421

本年度歳計外現金増減額 932

本年度末歳計外現金残高 28,353

本年度末現金預金残高 1,401,295

財務活動収支 148,707

本年度資金収支額 80,031

前年度末資金残高 1,290,987

比例連結割合変更に伴う差額 1,925

本年度末資金残高 1,372,943

    地方債等償還支出 1,485,455

    その他の支出 27,785

  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 10,825

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,594,601

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,513,240

    その他の支出 -

  投資活動収入 759,521

    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 2,354,122

    公共施設等整備費支出 1,690,362

    基金積立金支出 643,443

    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 1,525,924

【投資活動収支】

    税収等収入 8,500,177

    国県等補助金収入 4,503,085

    使用料及び手数料収入 852,226

    その他の収入 212,031

  臨時支出 38,038

    移転費用支出 7,724,398

      補助金等支出 3,703,710

      社会保障給付支出 3,802,655

      その他の支出 4,687

  業務収入 14,067,519

    業務費用支出 4,779,159

      人件費支出 2,084,991

      物件費等支出 2,464,854

      支払利息支出 103,985

      その他の支出 125,329

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 12,503,557


