
報告書（財務諸表）
自治体名：中城村

会計：

年度：

期間：

平成26年度

2014/04～2015/03

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 3,569,005

　　資金 857,842

　　金融資産（資金を除く） 2,711,163

　　　債権 308,415

　　　　税等未収金 268,271

　　　　未収金 46,729

　　　　貸付金

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -6,584

　　　有価証券 20,569

　　　投資等 2,382,179

　　　　出資金 23,554

　　　　基金・積立金 2,267,750

　　　　　財政調整基金 569,147

　　　　　減債基金 181,827

　　　　　その他の基金・積立金 1,516,776

　　　　その他の投資 90,874

　２．非金融資産 33,529,141

　　事業用資産 8,000,142

　　　有形固定資産 7,916,440

　　　　土地 1,833,646

　　　　立木竹

　　　　建物 5,206,288

　　　　工作物 226,223

　　　　機械器具 1,410

　　　　物品 116,882

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産

　　　　建設仮勘定 531,991

　　　無形固定資産 83,570

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 83,447

　　　　電話加入権 123

　　　　その他の無形固定資産

　　　棚卸資産 132

　　インフラ資産 25,528,999

　　　公共用財産用地 5,601,132

　　　公共用財産施設 17,088,511

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 2,839,356

　　繰延資産

資産合計 37,098,146
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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26年度

2014/04～2015/03

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 656,056

　　未払金及び未払費用 37,618

　　前受金及び前受収益

　　引当金 46,516

　　　賞与引当金 46,516

　　預り金（保管金等） 4,222

　　公債（短期） 567,699

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 8,909,069

　　公債 7,478,390

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 372,065

　　　退職給付引当金 372,065

　　　損失補償等引当金

　　　その他の引当金

　　その他の非流動負債 1,058,614

負債合計 9,565,125

【純資産の部】

　財源 72,472

　資産形成充当財源（調達源泉別） 7,788,959

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 7,030,856

　　評価・換算差額等 758,103

　その他の純資産 19,671,591

　　開始時未分析残高 18,470,328

　　その他純資産 1,201,263

純資産合計 27,533,022

負債・純資産合計 37,098,146

2



報告書（財務諸表）
自治体名：中城村

会計：

年度：

期間：

平成26年度

2014/04～2015/03

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 2,913,807

　　①人件費 1,147,146

　　　議員歳費 57,385

　　　職員給料 562,488

　　　賞与引当金繰入 46,092

　　　退職給付費用 49,836

　　　その他の人件費 431,345

　　②物件費 903,011

　　　消耗品費 109,467

　　　維持補修費 201,066

　　　減価償却費 264,337

　　　その他の物件費 328,141

　　③経費 651,311

　　　業務費 5,996

　　　委託費 516,018

　　　貸倒引当金繰入 6,509

　　　その他の経費 122,788

　　④業務関連費用 212,339

　　　公債費（利払分） 119,203

　　　借入金支払利息 49

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 93,086

　２．移転支出 5,183,569

　　①他会計への移転支出

　　②補助金等移転支出 4,121,486

　　③社会保障関係費等移転支出 898,412

　　④その他の移転支出 163,671

　経常費用合計（総行政コスト） 8,097,376

【経常収益】

　経常業務収益 1,224,433

　　①業務収益 1,053,383

　　　自己収入 1,041,696

　　　その他の業務収益 11,687

　　②業務関連収益 171,050

　　　受取利息等 339

　　　資産売却益 2,243

　　　その他の業務関連収益 168,468

　経常収益合計 1,224,433

純経常費用（純行政コスト） 6,872,943
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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26年度

2014/04～2015/03

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 9,290,290

　　①純経常費用への財源措置 6,872,943

　　②固定資産形成への財源措置 1,458,080

　　　事業用資産形成への財源措置 692,988

　　　インフラ資産形成への財源措置 765,092

　　③長期金融資産形成への財源措置 352,885

　　④その他の財源の使途 606,381

　　　直接資本減耗 606,381

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 9,411,530

　　①税収 2,132,658

　　②社会保険料 439,797

　　③移転収入 5,862,853

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 5,311,652

　　　　国庫支出金 3,579,658

　　　　都道府県等支出金 1,731,994

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 551,201

　　④その他の財源の調達 976,222

　　　固定資産売却収入（元本分）

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 105,505

　　　その他財源調達 870,717

　当期財源変動額 121,240

　期首財源残高 -48,769

　期末財源残高 72,472

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 1,226,194

　　①固定資産の減少 231,887

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 219,562

　　　除売却相当額 12,325

　　②固定資産の増加 1,458,080

　　　固定資産形成 1,458,080

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 247,380

　　①長期金融資産の減少 105,505

　　②長期金融資産の増加 352,885

　３．評価・換算差額等の変動 4,080

　　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 4,080

　　　再評価益 4,080

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 1,477,655

　期首資産形成充当財源残高 6,311,304

　期末資産形成充当財源残高 7,788,959

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -651,156

　２．その他純資産の変動 -1,094,335

　　その他純資産の減少 1,760,385

　　その他純資産の増加 666,050

　当期その他の純資産変動額 -1,745,490

　期首その他の純資産残高 18,859,757

　期末その他の純資産残高 17,114,267

当期純資産変動額 -146,595

期首純資産残高 27,679,617

期末純資産残高 27,533,022
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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26年度

2014/04～2015/03

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 7,809,847

　　　①経常業務費用支出 2,626,278

　　　　人件費支出 1,266,480

　　　　物件費支出 656,460

　　　　経費支出 644,802

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 58,536

　　　②移転支出 5,183,569

　　　　他会計への移転支出

　　　　補助金等移転支出 4,121,486

　　　　社会保障関係費等移転支出 898,412

　　　　その他の移転支出 163,671

　　２．経常的収入 9,593,416

　　　①租税収入 2,124,093

　　　②社会保険料収入 435,588

　　　③経常業務収益収入 1,154,883

　　　　経常収益収入 1,045,893

　　　　業務関連収益収入 108,989

　　　④移転収入 5,878,853

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 5,327,652

　　　　その他の移転収入 551,201

　経常的収支 1,783,569

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 1,810,966

　　　①固定資産形成支出 1,458,080

　　　②長期金融資産形成支出 352,885

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 107,748

　　　①固定資産売却収入 2,243

　　　②長期金融資産償還収入 105,505

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -1,703,218

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 674,325

　　　①支払利息支出 119,252

　　　　公債費（利払分）支出 119,203

　　　　借入金支払利息支出 49

　　　②元本償還支出 555,073

　　　　公債費（元本分）支出 554,241

　　　　　公債（短期）元本償還支出 554,241

　　　　　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 832

　　２．財務的収入 492,700

　　　①公債発行収入 490,781

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 490,781

　　　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 1,919

　財務的収支 -181,625

当期資金収支額 -101,274

期首資金残高 959,116

期末資金残高 857,842
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