
報告書（財務諸表）
自治体名：中城村

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【資産の部】

　１．金融資産 2,533,476

　　資金 212,444

　　金融資産（資金を除く） 2,321,031

　　　債権 170,426

　　　　税等未収金 171,314

　　　　未収金 5,416

　　　　貸付金

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -6,304

　　　有価証券 18,754

　　　投資等 2,131,851

　　　　出資金 23,554

　　　　基金・積立金 2,017,423

　　　　　財政調整基金 652,271

　　　　　減債基金 181,827

　　　　　その他の基金・積立金 1,183,324

　　　　その他の投資 90,874

　２．非金融資産 27,075,902

　　事業用資産 8,619,289

　　　有形固定資産 8,517,267

　　　　土地 1,833,646

　　　　立木竹

　　　　建物 6,241,667

　　　　工作物 264,863

　　　　機械器具 1,058

　　　　物品 165,085

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産

　　　　建設仮勘定 10,948

　　　無形固定資産 102,022

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 102,022

　　　　電話加入権

　　　　その他の無形固定資産

　　　棚卸資産

　　インフラ資産 18,456,613

　　　公共用財産用地 5,604,236

　　　公共用財産施設 10,162,083

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 2,690,295

　　繰延資産

資産合計 29,609,378
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報告書（財務諸表）
自治体名：中城村

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【負債の部】

　１．流動負債 555,008

　　未払金及び未払費用

　　前受金及び前受収益

　　引当金 45,471

　　　賞与引当金 45,471

　　預り金（保管金等） 430

　　公債（短期） 509,107

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 5,587,159

　　公債 5,213,786

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 373,373

　　　退職給付引当金 373,373

　　　損失補償等引当金

　　　その他の引当金

　　その他の非流動負債

負債合計 6,142,167

【純資産の部】

　財源 460,623

　資産形成充当財源（調達源泉別） 6,580,074

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 6,576,458

　　評価・換算差額等 3,616

　その他の純資産 16,426,514

　　開始時未分析残高 16,536,086

　　その他純資産 -109,572

純資産合計 23,467,211

負債・純資産合計 29,609,378
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報告書（財務諸表）
自治体名：中城村

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

行政コスト計算書（PL）

普通会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 2,668,586

　　①人件費 1,155,371

　　　議員歳費 42,487

　　　職員給料 516,685

　　　賞与引当金繰入 45,471

　　　退職給付費用 119,407

　　　その他の人件費 431,320

　　②物件費 806,551

　　　消耗品費 308,841

　　　維持補修費 75,304

　　　減価償却費 311,041

　　　その他の物件費 111,365

　　③経費 612,515

　　　業務費 5,268

　　　委託費 476,466

　　　貸倒引当金繰入 6,304

　　　その他の経費 124,477

　　④業務関連費用 94,149

　　　公債費（利払分） 72,549

　　　借入金支払利息 64

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 21,536

　２．移転支出 3,475,814

　　①他会計への移転支出 555,053

　　②補助金等移転支出 1,961,478

　　③社会保障関係費等移転支出 956,542

　　④その他の移転支出 2,742

　経常費用合計（総行政コスト） 6,144,400

【経常収益】

　経常業務収益 352,336

　　①業務収益 146,776

　　　自己収入 146,776

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 205,560

　　　受取利息等 407

　　　資産売却益 509

　　　その他の業務関連収益 204,643

　経常収益合計 352,336

純経常費用（純行政コスト） 5,792,065
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報告書（財務諸表）
自治体名：中城村

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

純資産変動計算書（NW）

普通会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 8,567,909

　　①純経常費用への財源措置 5,792,065

　　②固定資産形成への財源措置 1,321,563

　　　事業用資産形成への財源措置 1,033,078

　　　インフラ資産形成への財源措置 288,484

　　③長期金融資産形成への財源措置 1,022,030

　　④その他の財源の使途 432,252

　　　直接資本減耗 432,252

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 8,722,990

　　①税収 2,337,695

　　②社会保険料

　　③移転収入 5,506,267

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 4,722,206

　　　　国庫支出金 2,961,068

　　　　都道府県等支出金 1,761,138

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 784,061

　　④その他の財源の調達 879,028

　　　固定資産売却収入（元本分）

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 135,736

　　　その他財源調達 743,292

　当期財源変動額 155,081

　期首財源残高 305,541

　期末財源残高 460,623

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 1,154,927

　　①固定資産の減少 166,636

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 166,636

　　　除売却相当額

　　②固定資産の増加 1,321,563

　　　固定資産形成 1,321,563

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 886,294

　　①長期金融資産の減少 135,736

　　②長期金融資産の増加 1,022,030

　３．評価・換算差額等の変動 -1,815

　　①評価・換算差額等の減少 2,355

　　　再評価損 2,355

　　　その他評価額等減少

　　②評価・換算差額等の増加 540

　　　再評価益 540

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 2,039,406

　期首資産形成充当財源残高 4,540,668

　期末資産形成充当財源残高 6,580,074

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -576,657

　２．その他純資産の変動 -109,572

　　その他純資産の減少 109,572

　　その他純資産の増加

　当期その他の純資産変動額 -686,229

　期首その他の純資産残高 17,112,743

　期末その他の純資産残高 16,426,514

当期純資産変動額 1,508,258

期首純資産残高 21,958,952

期末純資産残高 23,467,211
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報告書（財務諸表）
自治体名：中城村

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

資金収支計算書（CF）

普通会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 5,730,783

　　　①経常業務費用支出 2,254,969

　　　　人件費支出 1,135,694

　　　　物件費支出 495,510

　　　　経費支出 606,211

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 17,553

　　　②移転支出 3,475,814

　　　　他会計への移転支出 555,053

　　　　補助金等移転支出 1,961,478

　　　　社会保障関係費等移転支出 956,542

　　　　その他の移転支出 2,742

　　２．経常的収入 8,197,901

　　　①租税収入 2,337,878

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 353,757

　　　　経常収益収入 148,707

　　　　業務関連収益収入 205,050

　　　④移転収入 5,506,267

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 4,722,206

　　　　その他の移転収入 784,061

　経常的収支 2,467,118

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 2,343,593

　　　①固定資産形成支出 1,321,563

　　　②長期金融資産形成支出 1,022,030

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 136,245

　　　①固定資産売却収入 509

　　　②長期金融資産償還収入 135,736

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -2,207,347

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 558,062

　　　①支払利息支出 72,613

　　　　公債費（利払分）支出 72,549

　　　　借入金支払利息支出 64

　　　②元本償還支出 485,449

　　　　公債費（元本分）支出 485,079

　　　　　公債（短期）元本償還支出 485,079

　　　　　公債元本償還支出

　　　　借入金元本償還支出

　　　　　短期借入金元本償還支出

　　　　　借入金元本償還支出

　　　　その他の元本償還支出 370

　　２．財務的収入 404,347

　　　①公債発行収入 403,917

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 403,917

　　　②借入金収入

　　　　短期借入金収入

　　　　借入金収入

　　　③その他の財務的収入 430

　財務的収支 -153,715

当期資金収支額 106,056

期首資金残高 106,388

期末資金残高 212,444
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