
【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 49,547,274   固定負債 11,559,481
    有形固定資産 47,124,128     地方債等 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 562,398
        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 1,447,942
        工作物 4,283,096     １年内償還予定地方債等 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 103,665
        航空機 -     預り金 26,615
        航空機減価償却累計額 -     その他 19,939
        その他 - 負債合計 13,007,422
        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 52,128,920
      インフラ資産 29,581,096   余剰分（不足分） -12,188,658
        土地 230,967   他団体出資等分 -
        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 1,454,101
      物品減価償却累計額 -1,164,637
    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 2,399,047
      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 179,965
      長期貸付金 40,322
      基金 1,909,763
        減債基金 -
        その他 1,909,763
      その他 -
      徴収不能引当金 -15,409
  流動資産 3,400,411
    現金預金 497,949
    未収金 312,795
    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 -4,235
  繰延資産 - 純資産合計 39,940,262
資産合計 52,947,684 負債及び純資産合計 52,947,684

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：千円）

    その他 49
純行政コスト 12,902,864

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

    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 -

純経常行政コスト 12,793,793
  臨時損失 109,426
    災害復旧事業費 94,216

  経常収益 502,149
    使用料及び手数料 183,916
    その他 318,233

      社会保障給付 1,730,901
      他会計への繰出金 172,025
      その他 2,787

        その他 71,321
    移転費用 6,511,397
      補助金等 4,605,684

      その他の業務費用 173,111
        支払利息 82,146
        徴収不能引当金繰入額 19,644

        維持補修費 296,878
        減価償却費 2,534,223
        その他 -

        その他 397,304
      物件費等 4,791,073
        物件費 1,959,972

        職員給与費 1,319,392
        賞与等引当金繰入額 103,665
        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 13,295,942
    業務費用 6,784,545
      人件費 1,820,361

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【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)

前年度末純資産残高 40,851,026 53,259,911 -12,408,885 -
  純行政コスト（△） -12,902,864 -12,902,864 -
  財源 11,891,186 11,891,186 -
    税収等 7,659,529 7,659,529 -
    国県等補助金 4,231,657 4,231,657 -
  本年度差額 -1,011,678 -1,011,678 -
  固定資産等の変動（内部変動） -1,231,906 1,231,906
    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 -2,698,629 2,698,629
    貸付金・基金等の増加 228,126 -228,126
    貸付金・基金等の減少 -107,522 107,522
  資産評価差額 - -
  無償所管換等 100,914 100,914
  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 -910,764 -1,130,992 220,228 -
本年度末純資産残高 39,940,262 52,128,920 -12,188,658 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

本年度末資金残高 471,335

前年度末歳計外現金残高 28,352
本年度歳計外現金増減額 -1,737
本年度末歳計外現金残高 26,615
本年度末現金預金残高 497,949

    その他の収入 -
財務活動収支 -297,604
本年度資金収支額 -63,683
前年度末資金残高 535,017
比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 1,477,892
    地方債等償還支出 1,451,604
    その他の支出 26,289
  財務活動収入 1,180,288
    地方債等発行収入 1,180,288

    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 -948,250
【財務活動収支】

    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

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,908,388
    公共施設等整備費支出 1,185,705
    基金積立金支出 709,184
    投資及び出資金支出 -

  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 1,182,171

  業務収入 12,099,232
    税収等収入 7,651,819
    国県等補助金収入 4,011,359
    使用料及び手数料収入 181,676
    その他の収入 254,378

    移転費用支出 6,590,530
      補助金等支出 4,684,817
      社会保障給付支出 1,730,901
      他会計への繰出支出 172,025
      その他の支出 2,787

    業務費用支出 4,232,315
      人件費支出 1,819,877
      物件費等支出 2,265,628
      支払利息支出 82,146
      その他の支出 64,664

連結資金収支計算書
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 10,822,844


