
中城村_連結会計 【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 34,488,718   固定負債 9,053,072

    有形固定資産 30,558,814     地方債等 7,265,868

      事業用資産 9,102,880     長期未払金 -

        土地 1,681,027     退職手当引当金 763,066

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,993,676     その他 1,024,138

        建物減価償却累計額 -7,796,521   流動負債 880,015

        工作物 357,765     １年内償還予定地方債等 680,356

        工作物減価償却累計額 -133,066     未払金 39,177

        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 75,712

        航空機 -     預り金 81,487

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,283

        その他 - 負債合計 9,933,087

        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 35,272,249

      インフラ資産 20,940,068   余剰分（不足分） -8,538,605

        土地 1,461,758   他団体出資等分 -

        建物 186,873

        建物減価償却累計額 -78,108

        工作物 34,864,352

        工作物減価償却累計額 -15,597,710

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 102,903

      物品 929,163

      物品減価償却累計額 -413,297

    無形固定資産 806,089

      ソフトウェア 80,801

      その他 725,289

    投資その他の資産 3,123,815

      投資及び出資金 154,941

        有価証券 24,388

        出資金 63,557

        その他 66,996

      長期延滞債権 201,030

      長期貸付金 245

      基金 2,778,748

        減債基金 181,827

        その他 2,596,920

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,148

  流動資産 2,178,013

    現金預金 1,298,281

    未収金 101,654

    短期貸付金 -

    基金 783,531

      財政調整基金 783,531

      減債基金 -

    棚卸資産 115

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,568

  繰延資産 - 純資産合計 26,733,644

資産合計 36,666,731 負債及び純資産合計 36,666,731

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



中城村_連結会計 【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 183

純行政コスト 11,705,331

    その他 -

  臨時利益 273

    資産売却益 90

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 22,550

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 641,637

純経常行政コスト 11,683,054

  臨時損失 22,550

      その他 159,090

  経常収益 1,251,374

    使用料及び手数料 609,736

    移転費用 7,752,958

      補助金等 6,563,011

      社会保障給付 1,030,857

        支払利息 104,688

        徴収不能引当金繰入額 16,724

        その他 114,087

        減価償却費 1,382,346

        その他 2,223

      その他の業務費用 235,499

      物件費等 3,394,738

        物件費 1,430,077

        維持補修費 580,091

        賞与等引当金繰入額 74,995

        退職手当引当金繰入額 31,486

        その他 373,075

    業務費用 5,181,470

      人件費 1,551,233

        職員給与費 1,071,677

  経常費用 12,934,428

連結行政コスト計算書
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_連結会計 【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 27,026,996 36,024,001 -8,997,005 -

  純行政コスト（△） -11,705,331 -11,705,331 -

  財源 11,398,990 11,398,990 -

    税収等 6,698,328 6,698,328 -

    国県等補助金 4,700,662 4,700,662 -

  本年度差額 -306,341 -306,341 -

  固定資産等の変動（内部変動） -757,486 757,486

    有形固定資産等の増加 888,446 -888,446

    有形固定資産等の減少 -1,385,154 1,385,154

    貸付金・基金等の増加 645,276 -645,276

    貸付金・基金等の減少 -906,055 906,055

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 189                          189                          

  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 12,800 5,545 7,255

  本年度純資産変動額 -293,352 -751,752 458,400 -

本年度末純資産残高 26,733,644 35,272,249 -8,538,605 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



中城村_連結会計 【様式第4号】

（単位：千円）

本年度末歳計外現金残高 74,376

本年度末現金預金残高 1,298,281

本年度末資金残高 1,223,905

前年度末歳計外現金残高 69,444

本年度歳計外現金増減額 4,932

本年度資金収支額 19,623

前年度末資金残高 1,204,282

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等発行収入 355,194

    その他の収入 3,738

財務活動収支 -337,352

    地方債等償還支出 691,597

    その他の支出 4,686

  財務活動収入 358,932

投資活動収支 -206,801

【財務活動収支】

  財務活動支出 696,284

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 90

    その他の収入 1,852

  投資活動収入 1,129,590

    国県等補助金収入 443,764

    基金取崩収入 683,883

    投資及び出資金支出 66,996

    貸付金支出 -

    その他の支出 963

  投資活動支出 1,336,391

    公共施設等整備費支出 891,653

    基金積立金支出 376,779

  臨時収入 -

業務活動収支 563,776

【投資活動収支】

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

    国県等補助金収入 4,251,028

    使用料及び手数料収入 613,618

    その他の収入 493,906

      その他の支出 159,090

  業務収入 12,045,845

    税収等収入 6,687,294

    移転費用支出 7,752,958

      補助金等支出 6,563,011

      社会保障給付支出 1,030,857

      物件費等支出 2,011,575

      支払利息支出 104,688

      その他の支出 96,284

  業務支出 11,482,069

    業務費用支出 3,729,111

      人件費支出 1,516,564

連結資金収支計算書
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】


