
中城村_一般会計等 【様式第1号】

（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 24,983,565   固定負債 5,197,563

    有形固定資産 23,323,994     地方債 4,950,536

      事業用資産 8,031,634     長期未払金 -

        土地 1,633,576     退職手当引当金 241,630

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,832,727     その他 5,397

        建物減価償却累計額 -5,610,286   流動負債 636,707

        工作物 200,576     １年内償還予定地方債 506,048

        工作物減価償却累計額 -24,958     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 54,270

        航空機 -     預り金 74,760

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,629

        その他 - 負債合計 5,834,269

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 25,725,852

      インフラ資産 14,928,301   余剰分（不足分） -5,480,710

        土地 1,413,499

        建物 120,723

        建物減価償却累計額 -60,225

        工作物 26,786,453

        工作物減価償却累計額 -13,365,835

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 33,687

      物品 580,845

      物品減価償却累計額 -216,787

    無形固定資産 77,932

      ソフトウェア 77,932

      その他 -

    投資その他の資産 1,581,639

      投資及び出資金 138,691

        有価証券 24,383

        出資金 114,308

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 121,624

      長期貸付金 -

      基金 1,327,340

        減債基金 181,827

        その他 1,145,512

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,016

  流動資産 1,095,846

    現金預金 318,028

    未収金 37,398

    短期貸付金 -

    基金 742,287

      財政調整基金 742,287

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,866 純資産合計 20,245,141

資産合計 26,079,410 負債及び純資産合計 26,079,410

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



中城村_一般会計等 【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 6,203,766

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 -

    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 6,203,766

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 406,920

    使用料及び手数料 133,884

    その他 273,037

      社会保障給付 1,030,857

      他会計への繰出金 441,590

      その他 17,327

        その他 27,219

    移転費用 3,557,526

      補助金等 2,067,753

      その他の業務費用 98,781

        支払利息 63,680

        徴収不能引当金繰入額 7,882

        維持補修費 58,834

        減価償却費 970,204

        その他 2,074

        その他 332,915

      物件費等 1,857,302

        物件費 826,190

        職員給与費 709,893

        賞与等引当金繰入額 54,270

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,610,687

    業務費用 3,053,160

      人件費 1,097,077

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



中城村_一般会計等 【様式第3号】

（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 20,241,085 26,141,075 -5,899,990

  純行政コスト（△） -6,203,766 -6,203,766

  財源 6,202,278 6,202,278

    税収等 4,019,935 4,019,935

    国県等補助金 2,182,343 2,182,343

  本年度差額 -1,489 -1,489

  固定資産等の変動（内部変動） -420,768 420,768

    有形固定資産等の増加 516,453 -516,453

    有形固定資産等の減少 -970,204 970,204

    貸付金・基金等の増加 352,464 -352,464

    貸付金・基金等の減少 -319,481 319,481

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 5,545 5,545 -

  本年度純資産変動額 4,056 -415,223 419,280

本年度末純資産残高 20,245,141 25,725,852 -5,480,710

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



中城村_一般会計等 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 69,444

本年度歳計外現金増減額 4,554

本年度末歳計外現金残高 73,998

本年度末現金預金残高 318,028

    その他の収入 762

財務活動収支 -267,079

本年度資金収支額 31,586

前年度末資金残高 212,444

本年度末資金残高 244,030

  財務活動支出 510,640

    地方債償還支出 509,107

    その他の支出 1,533

  財務活動収入 243,560

    地方債発行収入 242,798

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -270,097

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 462,913

    国県等補助金収入 290,431

    基金取崩収入 172,482

【投資活動収支】

  投資活動支出 733,010

    公共施設等整備費支出 508,324

    基金積立金支出 224,686

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 568,762

  業務収入 6,187,158

    税収等収入 4,016,185

    国県等補助金収入 1,891,912

    使用料及び手数料収入 137,700

    その他の収入 141,361

    移転費用支出 3,557,526

      補助金等支出 2,067,753

      社会保障給付支出 1,030,857

      他会計への繰出支出 441,590

      その他の支出 17,327

    業務費用支出 2,060,870

      人件費支出 1,094,958

      物件費等支出 889,150

      支払利息支出 63,680

      その他の支出 13,082

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,618,396


