
【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 49,286,506   固定負債 11,528,119
    有形固定資産 47,122,051     地方債 10,862,421
      事業用資産 17,253,569     長期未払金 111,290
        土地 5,131,834     退職手当引当金 531,036
        立木竹 937,118     損失補償等引当金 -
        建物 31,936,007     その他 23,371
        建物減価償却累計額 -22,261,781   流動負債 1,440,791
        工作物 4,283,096     １年内償還予定地方債 1,256,016
        工作物減価償却累計額 -2,816,873     未払金 36,089
        船舶 -     未払費用 -
        船舶減価償却累計額 -     前受金 5,619
        浮標等 -     前受収益 -
        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 97,813
        航空機 -     預り金 26,592
        航空機減価償却累計額 -     その他 18,663
        その他 - 負債合計 12,968,910
        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 44,167   固定資産等形成分 51,868,152
      インフラ資産 29,581,096   余剰分（不足分） -12,232,232
        土地 230,967
        建物 672,570
        建物減価償却累計額 -490,147
        工作物 85,785,219
        工作物減価償却累計額 -57,139,025
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 521,512
      物品 1,441,189
      物品減価償却累計額 -1,153,803
    無形固定資産 24,099
      ソフトウェア 15,374
      その他 8,725
    投資その他の資産 2,140,356
      投資及び出資金 284,405
        有価証券 728
        出資金 283,677
        その他 -
      投資損失引当金 -
      長期延滞債権 103,994
      長期貸付金 40,322
      基金 1,719,683
        減債基金 -
        その他 1,719,683
      その他 -
      徴収不能引当金 -8,048
  流動資産 3,318,324
    現金預金 436,772
    未収金 289,623
    短期貸付金 15,360
    基金 2,566,286
      財政調整基金 2,252,460
      減債基金 313,826
    棚卸資産 12,255
    その他 -
    徴収不能引当金 -1,973 純資産合計 39,635,920
資産合計 52,604,830 負債及び純資産合計 52,604,830

貸借対照表
（令和2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）

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 10,447,848
    業務費用 6,591,221
      人件費 1,710,999
        職員給与費 1,241,023
        賞与等引当金繰入額 97,813
        退職手当引当金繰入額 -
        その他 372,163
      物件費等 4,746,782
        物件費 1,917,578
        維持補修費 296,878
        減価償却費 2,532,325
        その他 -
      その他の業務費用 133,440
        支払利息 82,146
        徴収不能引当金繰入額 10,021
        その他 41,273
    移転費用 3,856,628
      補助金等 1,448,211
      社会保障給付 1,729,756
      他会計への繰出金 675,899
      その他 2,762
  経常収益 475,557
    使用料及び手数料 183,365
    その他 292,192
純経常行政コスト 9,972,291
  臨時損失 109,426
    災害復旧事業費 94,216
    資産除売却損 0
    投資損失引当金繰入額 -
    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 49
純行政コスト 10,081,362

    その他 15,209
  臨時利益 355
    資産売却益 306



【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 40,602,522 53,041,237 -12,438,715
  純行政コスト（△） -10,081,362 -10,081,362
  財源 9,013,846 9,013,846
    税収等 6,654,489 6,654,489
    国県等補助金 2,359,357 2,359,357
  本年度差額 -1,067,516 -1,067,516
  固定資産等の変動（内部変動） -1,274,000 1,274,000
    有形固定資産等の増加 1,346,119 -1,346,119
    有形固定資産等の減少 -2,696,731 2,696,731
    貸付金・基金等の増加 180,608 -180,608
    貸付金・基金等の減少 -103,995 103,995
  資産評価差額 - -
  無償所管換等 100,914 100,914
  その他 - - -
  本年度純資産変動額 -966,602 -1,173,086 206,484
本年度末純資産残高 39,635,920 51,868,152 -12,232,232

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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）

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,989,094
    業務費用支出 4,053,334
      人件費支出 1,710,524
      物件費等支出 2,223,234
      支払利息支出 82,146
      その他の支出 37,430
    移転費用支出 3,935,760
      補助金等支出 1,527,344
      社会保障給付支出 1,729,756
      他会計への繰出支出 675,899
      その他の支出 2,762
  業務収入 9,217,771
    税収等収入 6,650,588
    国県等補助金収入 2,139,059
    使用料及び手数料収入 181,282
    その他の収入 246,841
  臨時支出 94,216
    災害復旧事業費支出 94,216
    その他の支出 -
  臨時収入 -
業務活動収支 1,134,460
【投資活動収支】

  投資活動支出 1,861,960
    公共施設等整備費支出 1,185,705
    基金積立金支出 662,755
    投資及び出資金支出 -
    貸付金支出 13,500
    その他の支出 -
  投資活動収入 960,138
    国県等補助金収入 366,033
    基金取崩収入 562,506
    貸付金元金回収収入 28,515
    資産売却収入 3,085
    その他の収入 -
投資活動収支 -901,822
【財務活動収支】

  財務活動支出 1,476,422
    地方債償還支出 1,451,604
    その他の支出 24,818
  財務活動収入 1,180,288
    地方債発行収入 1,180,288

前年度末歳計外現金残高 28,333
本年度歳計外現金増減額 -1,741
本年度末歳計外現金残高 26,592
本年度末現金預金残高 436,772

    その他の収入 -
財務活動収支 -296,134
本年度資金収支額 -63,495
前年度末資金残高 473,675
本年度末資金残高 410,180


