
報告書（財務諸表）
自治体名：中城村

会計：

年度：

期間：

平成25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

単体会計

【資産の部】

　１．金融資産 3,417,030

　　資金 959,116

　　金融資産（資金を除く） 2,457,915

　　　債権 306,628

　　　　税等未収金 271,763

　　　　未収金 39,170

　　　　貸付金

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -4,305

　　　有価証券 16,489

　　　投資等 2,134,798

　　　　出資金 23,554

　　　　基金・積立金 2,020,370

　　　　　財政調整基金 479,166

　　　　　減債基金 181,827

　　　　　その他の基金・積立金 1,359,376

　　　　その他の投資 90,874

　２．非金融資産 32,954,021

　　事業用資産 7,571,470

　　　有形固定資産 7,473,994

　　　　土地 1,833,646

　　　　立木竹

　　　　建物 5,257,539

　　　　工作物 198,059

　　　　機械器具 1,763

　　　　物品 99,761

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産

　　　　建設仮勘定 83,225

　　　無形固定資産 97,425

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 97,302

　　　　電話加入権 123

　　　　その他の無形固定資産

　　　棚卸資産 50

　　インフラ資産 25,382,551

　　　公共用財産用地 5,540,788

　　　公共用財産施設 17,044,268

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 2,797,495

　　繰延資産

資産合計 36,371,051
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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25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

単体会計

【負債の部】

　１．流動負債 658,996

　　未払金及び未払費用 59,055

　　前受金及び前受収益

　　引当金 43,150

　　　賞与引当金 43,150

　　預り金（保管金等） 2,549

　　公債（短期） 554,242

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 8,032,438

　　公債 7,555,307

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 477,131

　　　退職給付引当金 477,131

　　　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 8,691,434

【純資産の部】

　財源 6,316

　資産形成充当財源（調達源泉別） 6,326,940

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 5,572,917

　　評価・換算差額等 754,023

　その他の純資産 21,346,361

　　開始時未分析残高 19,121,484

　　その他純資産 2,224,878

純資産合計 27,679,617

負債・純資産合計 36,371,051
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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25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

行政コスト計算書（PL）

単体会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 2,919,749

　　①人件費 1,093,514

　　　議員歳費 57,385

　　　職員給料 572,955

　　　賞与引当金繰入 43,150

　　　退職給付費用 10,008

　　　その他の人件費 410,015

　　②物件費 949,248

　　　消耗品費 140,870

　　　維持補修費 238,606

　　　減価償却費 244,351

　　　その他の物件費 325,422

　　③経費 684,794

　　　業務費 6,236

　　　委託費 557,913

　　　貸倒引当金繰入 4,305

　　　その他の経費 116,341

　　④業務関連費用 192,192

　　　公債費（利払分） 125,991

　　　借入金支払利息 78

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 66,123

　２．移転支出 5,160,705

　　①他会計への移転支出

　　②補助金等移転支出 3,978,138

　　③社会保障関係費等移転支出 850,137

　　④その他の移転支出 332,429

　経常費用合計（総行政コスト） 8,080,454

【経常収益】

　経常業務収益 1,221,488

　　①業務収益 1,115,532

　　　自己収入 1,106,382

　　　その他の業務収益 9,149

　　②業務関連収益 105,956

　　　受取利息等 338

　　　資産売却益

　　　その他の業務関連収益 105,618

　経常収益合計 1,221,488

純経常費用（純行政コスト） 6,858,966
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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25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

純資産変動計算書（NW）

単体会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 9,347,691

　　①純経常費用への財源措置 6,858,966

　　②固定資産形成への財源措置 1,393,222

　　　事業用資産形成への財源措置 438,074

　　　インフラ資産形成への財源措置 955,148

　　③長期金融資産形成への財源措置 508,922

　　④その他の財源の使途 586,581

　　　直接資本減耗 584,299

　　　その他財源措置 2,282

　２．財源の調達 9,353,811

　　①税収 2,005,989

　　②社会保険料 426,201

　　③移転収入 5,847,595

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 5,230,249

　　　　国庫支出金 3,584,715

　　　　都道府県等支出金 1,645,534

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 617,346

　　④その他の財源の調達 1,074,026

　　　固定資産売却収入（元本分）

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 245,376

　　　その他財源調達 828,650

　当期財源変動額 6,120

　期首財源残高 196

　期末財源残高 6,316

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 1,220,584

　　①固定資産の減少 172,638

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 168,590

　　　除売却相当額 4,048

　　②固定資産の増加 1,393,222

　　　固定資産形成 1,393,222

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 263,546

　　①長期金融資産の減少 245,376

　　②長期金融資産の増加 508,922

　３．評価・換算差額等の変動 811

　　①評価・換算差額等の減少

　　　再評価損

　　　その他評価額等減少

　　②評価・換算差額等の増加 811

　　　再評価益 811

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 1,484,941

　期首資産形成充当財源残高 4,841,999

　期末資産形成充当財源残高 6,326,940

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -660,060

　２．その他純資産の変動

　　その他純資産の減少

　　その他純資産の増加

　当期その他の純資産変動額 -660,060

　期首その他の純資産残高 19,519,817

　期末その他の純資産残高 18,859,757

当期純資産変動額 831,001

期首純資産残高 26,848,616

期末純資産残高 27,679,617
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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25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

資金収支計算書（CF）

単体会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 7,853,485

　　　①経常業務費用支出 2,690,499

　　　　人件費支出 1,268,313

　　　　物件費支出 707,392

　　　　経費支出 680,490

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 34,304

　　　②移転支出 5,162,987

　　　　他会計への移転支出

　　　　補助金等移転支出 3,978,138

　　　　社会保障関係費等移転支出 850,137

　　　　その他の移転支出 334,711

　　２．経常的収入 9,485,346

　　　①租税収入 2,004,103

　　　②社会保険料収入 426,533

　　　③経常業務収益収入 1,207,115

　　　　経常収益収入 1,116,664

　　　　業務関連収益収入 90,451

　　　④移転収入 5,847,595

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 5,230,249

　　　　その他の移転収入 617,346

　経常的収支 1,631,861

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 1,902,144

　　　①固定資産形成支出 1,393,222

　　　②長期金融資産形成支出 508,922

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 245,376

　　　①固定資産売却収入

　　　②長期金融資産償還収入 245,376

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -1,656,768

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 648,533

　　　①支払利息支出 126,069

　　　　公債費（利払分）支出 125,991

　　　　借入金支払利息支出 78

　　　②元本償還支出 522,465

　　　　公債費（元本分）支出 521,382

　　　　　公債（短期）元本償還支出 521,382

　　　　　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 1,083

　　２．財務的収入 437,139

　　　①公債発行収入 436,198

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 436,198

　　　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 941

　財務的収支 -211,395

当期資金収支額 -236,302

期首資金残高 1,195,418

期末資金残高 959,116
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