
【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 50,838,833   固定負債 11,805,809
    有形固定資産 48,202,389     地方債等 10,862,421
      事業用資産 17,299,567     長期未払金 111,290
        土地 5,131,834     退職手当引当金 808,726
        立木竹 937,118     損失補償等引当金 -
        建物 32,105,736     その他 23,371
        建物減価償却累計額 -22,385,511   流動負債 1,519,919
        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 87,032
        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 124,662
        航空機 -     預り金 26,615
        航空機減価償却累計額 -     その他 19,975
        その他 - 負債合計 13,325,728
        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 53,426,544
      インフラ資産 30,398,475   余剰分（不足分） -11,532,549
        土地 230,967   他団体出資等分 -
        建物 720,543
        建物減価償却累計額 -514,473
        工作物 87,075,886
        工作物減価償却累計額 -57,635,960
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 521,512
      物品 1,934,220
      物品減価償却累計額 -1,429,874
    無形固定資産 24,179
      ソフトウェア 15,374
      その他 8,805
    投資その他の資産 2,612,265
      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 180,052
      長期貸付金 40,322
      基金 2,122,895
        減債基金 -
        その他 2,122,895
      その他 -
      徴収不能引当金 -15,409
  流動資産 4,380,890
    現金預金 1,357,534
    未収金 410,561
    短期貸付金 15,360
    基金 2,572,351
      財政調整基金 2,258,525
      減債基金 313,826
    棚卸資産 29,320
    その他 -
    徴収不能引当金 -4,235
  繰延資産 - 純資産合計 41,893,996
資産合計 55,219,724 負債及び純資産合計 55,219,724

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：連結会計 （単位：千円）

    その他 49
純行政コスト 14,683,163

    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 14,574,092
  臨時損失 109,426
    災害復旧事業費 94,216

  経常収益 1,194,414
    使用料及び手数料 854,331
    その他 340,083

      社会保障給付 3,832,842
      他会計への繰出金 172,025
      その他 3,152

        その他 130,106
    移転費用 7,965,464
      補助金等 3,957,445

      その他の業務費用 231,896
        支払利息 82,146
        徴収不能引当金繰入額 19,644

        維持補修費 341,992
        減価償却費 2,618,950
        その他 0

        その他 413,355
      物件費等 5,422,968
        物件費 2,462,025

        職員給与費 1,588,344
        賞与等引当金繰入額 120,849
        退職手当引当金繰入額 25,630

  経常費用 15,768,506
    業務費用 7,803,041
      人件費 2,148,178

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：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)

前年度末純資産残高 42,808,800 54,594,790 -11,785,990 -
  純行政コスト（△） -14,683,163 -14,683,163 -
  財源 13,695,837 13,695,837 -
    税収等 8,506,983 8,506,983 -
    国県等補助金 5,188,854 5,188,854 -
  本年度差額 -987,325 -987,325 -
  固定資産等の変動（内部変動） -1,219,406 1,219,406
    有形固定資産等の増加 1,473,057 -1,473,057
    有形固定資産等の減少 -2,784,975 2,784,975
    貸付金・基金等の増加 229,901 -229,901
    貸付金・基金等の減少 -137,389 137,389
  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 -28,393 -49,754 21,361 -
  その他 - - -
  本年度純資産変動額 -914,804 -1,168,246 253,442 -
本年度末純資産残高 41,893,996 53,426,544 -11,532,549 -

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：連結会計 （単位：千円）

本年度末資金残高 1,330,919

前年度末歳計外現金残高 28,353
本年度歳計外現金増減額 -1,737
本年度末歳計外現金残高 26,616
本年度末現金預金残高 1,357,534

    その他の収入 -
財務活動収支 -298,355
本年度資金収支額 -38,943
前年度末資金残高 1,372,943
比例連結割合変更に伴う差額 -3,081

  財務活動支出 1,478,643
    地方債等償還支出 1,451,604
    その他の支出 27,039
  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 -1,061,887
【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 975,208
    国県等補助金収入 366,033
    基金取崩収入 577,575

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,037,095
    公共施設等整備費支出 1,312,642
    基金積立金支出 710,952
    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 1,321,299

  業務収入 14,596,575
    税収等収入 8,499,274
    国県等補助金収入 4,968,556
    使用料及び手数料収入 852,803
    その他の収入 275,943

    移転費用支出 8,044,597
      補助金等支出 4,036,577
      社会保障給付支出 3,832,842
      他会計への繰出支出 172,025
      その他の支出 3,152

    業務費用支出 5,136,463
      人件費支出 2,122,069
      物件費等支出 2,810,581
      支払利息支出 82,146
      その他の支出 121,667

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 13,181,060


