
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）

普通会計

【資産の部】

　１．金融資産 1,555,340

　　資金 106,388

　　金融資産（資金を除く） 1,448,952

　　　債権 182,826

　　　　税等未収金 180,247

　　　　未収金 7,346

　　　　貸付金

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -4,767

　　　有価証券 20,569

　　　投資等 1,245,557

　　　　出資金 23,554

　　　　基金・積立金 1,131,129

　　　　　財政調整基金 569,143

　　　　　減債基金 181,827

　　　　　その他の基金・積立金 380,158

　　　　その他の投資 90,874

　２．非金融資産 26,607,204

　　事業用資産 7,983,615

　　　有形固定資産 7,901,663

　　　　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 102,105

　　　　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 81,952

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 81,952

　　　　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 18,623,589

　　　公共用財産用地 5,553,363

　　　公共用財産施設 10,349,531

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 2,720,695

　　繰延資産

資産合計 28,162,544
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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）

普通会計

【負債の部】

　１．流動負債 527,509

　　未払金及び未払費用

　　前受金及び前受収益

　　引当金 42,061

　　　賞与引当金 42,061

　　預り金（保管金等） 370

　　公債（短期） 485,079

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 5,676,082

　　公債 5,318,975

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 357,107

　　　退職給付引当金 357,107

　　　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 6,203,592

【純資産の部】

　財源 305,541

　資産形成充当財源（調達源泉別） 4,540,668

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 4,535,237

　　評価・換算差額等 5,431

　その他の純資産 17,112,743

　　開始時未分析残高 17,112,743

　　その他純資産

純資産合計 21,958,952

負債・純資産合計 28,162,544
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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）

行政コスト計算書（PL）

普通会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 2,271,201

　　①人件費 1,062,544

　　　議員歳費 57,385

　　　職員給料 519,851

　　　賞与引当金繰入 42,061

　　　退職給付費用 49,836

　　　その他の人件費 393,410

　　②物件費 551,405

　　　消耗品費 102,729

　　　維持補修費 84,265

　　　減価償却費 259,697

　　　その他の物件費 104,714

　　③経費 542,130

　　　業務費 5,996

　　　委託費 422,282

　　　貸倒引当金繰入 4,767

　　　その他の経費 109,085

　　④業務関連費用 115,122

　　　公債費（利払分） 78,779

　　　借入金支払利息 49

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 36,293

　２．移転支出 2,986,180

　　①他会計への移転支出 452,498

　　②補助金等移転支出 1,634,568

　　③社会保障関係費等移転支出 898,412

　　④その他の移転支出 702

　経常費用合計（総行政コスト） 5,257,381

【経常収益】

　経常業務収益 231,413

　　①業務収益 134,948

　　　自己収入 134,948

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 96,465

　　　受取利息等 326

　　　資産売却益 2,243

　　　その他の業務関連収益 93,897

　経常収益合計 231,413

純経常費用（純行政コスト） 5,025,968
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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）

普通会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 6,755,230

　　①純経常費用への財源措置 5,025,968

　　②固定資産形成への財源措置 1,096,326

　　　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 403,338

　　③長期金融資産形成への財源措置 217,063

　　④その他の財源の使途 415,874

　　　直接資本減耗 415,874

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 6,917,555

　　①税収 2,132,658

　　②社会保険料

　　③移転収入 4,003,822

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 3,997,156

　　　　国庫支出金 2,574,193

　　　　都道府県等支出金 1,422,964

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 6,666

　　④その他の財源の調達 781,075

　　　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 675,570

　当期財源変動額 162,325

　期首財源残高 143,216

　期末財源残高 305,541

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 1,005,136

　　①固定資産の減少 91,190

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 91,190

　　　除売却相当額

　　②固定資産の増加 1,096,326

　　　固定資産形成 1,096,326

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 111,558

　　①長期金融資産の減少 105,505

　　②長期金融資産の増加 217,063

　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 1,120,774

　期首資産形成充当財源残高 3,419,894

　期末資産形成充当財源残高 4,540,668

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -584,380

　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 -584,380

　期首その他の純資産残高 17,697,123

　期末その他の純資産残高 17,112,743

当期純資産変動額 698,719

期首純資産残高 21,260,234

期末純資産残高 21,958,952
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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）

普通会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 5,021,369

　　　①経常業務費用支出 2,035,188

　　　　人件費支出 1,181,754

　　　　物件費支出 291,708

　　　　経費支出 537,363

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 24,362

　　　②移転支出 2,986,180

　　　　他会計への移転支出 452,498

　　　　補助金等移転支出 1,634,568

　　　　社会保障関係費等移転支出 898,412

　　　　その他の移転支出 702

　　２．経常的収入 6,354,170

　　　①租税収入 2,124,093

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 226,256

　　　　経常収益収入 132,035

　　　　業務関連収益収入 94,221

　　　④移転収入 4,003,822

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 3,997,156

　　　　その他の移転収入 6,666

　経常的収支 1,332,802

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 1,313,389

　　　①固定資産形成支出 1,096,326

　　　②長期金融資産形成支出 217,063

　　　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 -1,205,641

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 555,109

　　　①支払利息支出 78,829

　　　　公債費（利払分）支出 78,779

　　　　借入金支払利息支出 49

　　　②元本償還支出 476,281

　　　　公債費（元本分）支出 476,280

　　　　　公債（短期）元本償還支出 476,280

　　　　　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

　　２．財務的収入 396,351

　　　①公債発行収入 395,981

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 395,981

　　　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 370

　財務的収支 -158,758

当期資金収支額 -31,597

期首資金残高 137,985

期末資金残高 106,388
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