
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）

普通会計

【資産の部】

　１．金融資産 1,476,517

　　資金 137,985

　　金融資産（資金を除く） 1,338,532

　　　債権 188,044

　　　　税等未収金 186,121

　　　　未収金 4,432

　　　　貸付金

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -2,509

　　　有価証券 16,489

　　　投資等 1,133,999

　　　　出資金 23,554

　　　　基金・積立金 1,019,571

　　　　　財政調整基金 479,162

　　　　　減債基金 181,827

　　　　　その他の基金・積立金 358,581

　　　　その他の投資 90,874

　２．非金融資産 26,186,449

　　事業用資産 7,550,324

　　　有形固定資産 7,454,891

　　　　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 80,658

　　　　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 95,433

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 95,433

　　　　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 18,636,125

　　　公共用財産用地 5,493,019

　　　公共用財産施設 10,421,871

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 2,721,235

　　繰延資産

資産合計 27,662,965

1



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）

普通会計

【負債の部】

　１．流動負債 517,528

　　未払金及び未払費用

　　前受金及び前受収益

　　引当金 41,247

　　　賞与引当金 41,247

　　預り金（保管金等） 1

　　公債（短期） 476,280

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 5,885,204

　　公債 5,408,073

　　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 6,402,732

【純資産の部】

　財源 143,216

　資産形成充当財源（調達源泉別） 3,419,894

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 3,418,544

　　評価・換算差額等 1,351

　その他の純資産 17,697,123

　　開始時未分析残高 17,697,123

　　その他純資産

純資産合計 21,260,234

負債・純資産合計 27,662,965
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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）

普通会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 2,329,937

　　①人件費 1,009,333

　　　議員歳費 57,385

　　　職員給料 523,383

　　　賞与引当金繰入 41,247

　　　退職給付費用 10,008

　　　その他の人件費 377,310

　　②物件費 609,012

　　　消耗品費 133,054

　　　維持補修費 133,507

　　　減価償却費 240,047

　　　その他の物件費 102,403

　　③経費 585,676

　　　業務費 6,190

　　　委託費 467,355

　　　貸倒引当金繰入 2,509

　　　その他の経費 109,622

　　④業務関連費用 125,914

　　　公債費（利払分） 85,513

　　　借入金支払利息 78

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 40,323

　２．移転支出 2,855,474

　　①他会計への移転支出 434,330

　　②補助金等移転支出 1,546,883

　　③社会保障関係費等移転支出 850,137

　　④その他の移転支出 24,123

　経常費用合計（総行政コスト） 5,185,410

【経常収益】

　経常業務収益 211,638

　　①業務収益 135,440

　　　自己収入 135,440

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 76,198

　　　受取利息等 330

　　　資産売却益

　　　その他の業務関連収益 75,868

　経常収益合計 211,638

純経常費用（純行政コスト） 4,973,772
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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）

普通会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 6,501,488

　　①純経常費用への財源措置 4,973,772

　　②固定資産形成への財源措置 968,178

　　　事業用資産形成への財源措置 436,205

　　　インフラ資産形成への財源措置 531,973

　　③長期金融資産形成への財源措置 157,583

　　④その他の財源の使途 401,954

　　　直接資本減耗 401,954

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 6,705,263

　　①税収 2,005,989

　　②社会保険料

　　③移転収入 3,960,542

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 3,956,464

　　　　国庫支出金 2,482,630

　　　　都道府県等支出金 1,473,834

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 4,078

　　④その他の財源の調達 738,732

　　　固定資産売却収入（元本分）

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 96,730

　　　その他財源調達 642,002

　当期財源変動額 203,775

　期首財源残高 -60,558

　期末財源残高 143,216

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 919,461

　　①固定資産の減少 48,717

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 48,717

　　　除売却相当額

　　②固定資産の増加 968,178

　　　固定資産形成 968,178

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 60,853

　　①長期金融資産の減少 96,730

　　②長期金融資産の増加 157,583

　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 981,125

　期首資産形成充当財源残高 2,438,769

　期末資産形成充当財源残高 3,419,894

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -593,285

　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 -593,285

　期首その他の純資産残高 18,290,407

　期末その他の純資産残高 17,697,123

当期純資産変動額 591,615

期首純資産残高 20,668,619

期末純資産残高 21,260,234
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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）

普通会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 5,000,551

　　　①経常業務費用支出 2,145,077

　　　　人件費支出 1,184,441

　　　　物件費支出 368,965

　　　　経費支出 583,167

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 8,504

　　　②移転支出 2,855,474

　　　　他会計への移転支出 434,330

　　　　補助金等移転支出 1,546,883

　　　　社会保障関係費等移転支出 850,137

　　　　その他の移転支出 24,123

　　２．経常的収入 6,174,673

　　　①租税収入 2,004,103

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 210,028

　　　　経常収益収入 135,390

　　　　業務関連収益収入 74,638

　　　④移転収入 3,960,542

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 3,956,464

　　　　その他の移転収入 4,078

　経常的収支 1,174,122

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 1,125,761

　　　①固定資産形成支出 968,178

　　　②長期金融資産形成支出 157,583

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 96,730

　　　①固定資産売却収入

　　　②長期金融資産償還収入 96,730

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -1,029,031

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 533,709

　　　①支払利息支出 85,591

　　　　公債費（利払分）支出 85,513

　　　　借入金支払利息支出 78

　　　②元本償還支出 448,118

　　　　公債費（元本分）支出 448,118

　　　　　公債（短期）元本償還支出 448,118

　　　　　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 342,799

　　　①公債発行収入 342,798

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 342,798

　　　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

　財務的収支 -190,910

当期資金収支額 -45,820

期首資金残高 183,805

期末資金残高 137,985
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