
報告書（財務諸表）
自治体名：中城村

会計：

年度：

期間：

平成24年度

2012/04～2013/03

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 1,459,686

　　資金 183,805

　　金融資産（資金を除く） 1,275,881

　　　債権 187,057

　　　　税等未収金 186,588

　　　　未収金 4,376

　　　　貸付金

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -3,907

　　　有価証券 15,678

　　　投資等 1,073,146

　　　　出資金 23,584

　　　　基金・積立金 958,718

　　　　　財政調整基金 415,809

　　　　　減債基金 181,827

　　　　　その他の基金・積立金 361,081

　　　　その他の投資 90,844

　２．非金融資産 25,892,091

　　事業用資産 7,354,166

　　　有形固定資産 7,323,075

　　　　土地 1,729,834

　　　　立木竹

　　　　建物 4,098,108

　　　　工作物

　　　　機械器具 2,115

　　　　物品 52,458

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産

　　　　建設仮勘定 1,440,560

　　　無形固定資産 31,090

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 31,090

　　　　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 18,537,926

　　　公共用財産用地 5,450,775

　　　公共用財産施設 10,236,152

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 2,850,999

　　繰延資産

資産合計 27,351,777
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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24年度

2012/04～2013/03

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 489,998

　　未払金及び未払費用

　　前受金及び前受収益

　　引当金 41,880

　　　賞与引当金 41,880

　　預り金（保管金等）

　　公債（短期） 448,118

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 6,193,161

　　公債 5,541,555

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 651,606

　　　退職給付引当金 651,606

　　　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 6,683,159

【純資産の部】

　財源 -60,558

　資産形成充当財源（調達源泉別） 2,438,769

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 2,438,229

　　評価・換算差額等 540

　その他の純資産 18,290,407

　　開始時未分析残高 18,290,407

　　その他純資産

純資産合計 20,668,619

負債・純資産合計 27,351,777
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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24年度

2012/04～2013/03

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 2,437,668

　　①人件費 1,120,697

　　　議員歳費 57,385

　　　職員給料 538,466

　　　賞与引当金繰入 41,880

　　　退職給付費用 79,319

　　　その他の人件費 403,647

　　②物件費 696,189

　　　消耗品費 175,762

　　　維持補修費 202,039

　　　減価償却費 226,239

　　　その他の物件費 92,149

　　③経費 522,599

　　　業務費 5,138

　　　委託費 410,468

　　　貸倒引当金繰入 3,907

　　　その他の経費 103,087

　　④業務関連費用 98,183

　　　公債費（利払分） 87,065

　　　借入金支払利息 97

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 11,021

　２．移転支出 2,458,470

　　①他会計への移転支出 420,473

　　②補助金等移転支出 1,231,813

　　③社会保障関係費等移転支出 790,523

　　④その他の移転支出 15,661

　経常費用合計（総行政コスト） 4,896,138

【経常収益】

　経常業務収益 249,273

　　①業務収益 121,906

　　　自己収入 121,906

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 127,367

　　　受取利息等 324

　　　資産売却益

　　　その他の業務関連収益 127,043

　経常収益合計 249,273

純経常費用（純行政コスト） 4,646,865
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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24年度

2012/04～2013/03

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 6,636,088

　　①純経常費用への財源措置 4,646,865

　　②固定資産形成への財源措置 1,401,779

　　　事業用資産形成への財源措置 1,006,649

　　　インフラ資産形成への財源措置 395,130

　　③長期金融資産形成への財源措置 195,183

　　④その他の財源の使途 392,260

　　　直接資本減耗 392,260

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 6,634,620

　　①税収 1,758,617

　　②社会保険料

　　③移転収入 3,745,795

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 3,741,225

　　　　国庫支出金 2,988,745

　　　　都道府県等支出金 752,479

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 4,570

　　④その他の財源の調達 1,130,208

　　　固定資産売却収入（元本分）

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 511,709

　　　その他財源調達 618,499

　当期財源変動額 -1,468

　期首財源残高 -59,090

　期末財源残高 -60,558

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 1,387,997

　　①固定資産の減少 13,782

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 13,782

　　　除売却相当額

　　②固定資産の増加 1,401,779

　　　固定資産形成 1,401,779

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 -316,526

　　①長期金融資産の減少 511,709

　　②長期金融資産の増加 195,183

　３．評価・換算差額等の変動 682

　　①評価・換算差額等の減少 581

　　　再評価損 581

　　　その他評価額等減少

　　②評価・換算差額等の増加 1,262

　　　再評価益 1,262

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 1,072,153

　期首資産形成充当財源残高 1,366,617

　期末資産形成充当財源残高 2,438,769

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -604,716

　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 -604,716

　期首その他の純資産残高 18,895,124

　期末その他の純資産残高 18,290,407

当期純資産変動額 465,968

期首純資産残高 20,202,650

期末純資産残高 20,668,619
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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24年度

2012/04～2013/03

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 4,688,022

　　　①経常業務費用支出 2,229,552

　　　　人件費支出 1,229,888

　　　　物件費支出 469,950

　　　　経費支出 518,693

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 11,021

　　　②移転支出 2,458,470

　　　　他会計への移転支出 420,473

　　　　補助金等移転支出 1,231,813

　　　　社会保障関係費等移転支出 790,523

　　　　その他の移転支出 15,661

　　２．経常的収入 5,752,249

　　　①租税収入 1,757,564

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 248,890

　　　　経常収益収入 121,771

　　　　業務関連収益収入 127,119

　　　④移転収入 3,745,795

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 3,741,225

　　　　その他の移転収入 4,570

　経常的収支 1,064,227

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 1,596,962

　　　①固定資産形成支出 1,401,779

　　　②長期金融資産形成支出 195,183

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 511,709

　　　①固定資産売却収入

　　　②長期金融資産償還収入 511,709

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -1,085,253

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 516,663

　　　①支払利息支出 87,161

　　　　公債費（利払分）支出 87,065

　　　　借入金支払利息支出 97

　　　②元本償還支出 429,501

　　　　公債費（元本分）支出 429,501

　　　　　公債（短期）元本償還支出 429,501

　　　　　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

　　２．財務的収入 612,353

　　　①公債発行収入 612,353

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 612,353

　　　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

　財務的収支 95,691

当期資金収支額 74,664

期首資金残高 109,141

期末資金残高 183,805
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