
中城村_全体会計 【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 32,641,010   固定負債 8,401,333

    有形固定資産 29,342,076     地方債等 7,120,554

      事業用資産 8,031,634     長期未払金 -

        土地 1,633,576     退職手当引当金 257,649

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,832,727     その他 1,023,130

        建物減価償却累計額 -5,610,286   流動負債 779,726

        工作物 200,576     １年内償還予定地方債等 599,014

        工作物減価償却累計額 -24,958     未払金 39,177

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 60,009

        航空機 -     預り金 79,897

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,629

        その他 - 負債合計 9,181,059

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 33,383,301

      インフラ資産 20,940,068   余剰分（不足分） -7,939,791

        土地 1,461,758   他団体出資等分 -

        建物 186,873

        建物減価償却累計額 -78,108

        工作物 34,864,352

        工作物減価償却累計額 -15,597,710

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 102,903

      物品 630,485

      物品減価償却累計額 -260,110

    無形固定資産 804,342

      ソフトウェア 79,054

      その他 725,289

    投資その他の資産 2,494,591

      投資及び出資金 205,687

        有価証券 24,383

        出資金 114,308

        その他 66,996

      長期延滞債権 192,502

      長期貸付金 -

      基金 2,104,914

        減債基金 181,827

        その他 1,923,086

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,512

  流動資産 1,983,559

    現金預金 1,155,130

    未収金 88,550

    短期貸付金 -

    基金 742,291

      財政調整基金 742,291

      減債基金 -

    棚卸資産 115

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,527

  繰延資産 - 純資産合計 25,443,509

資産合計 34,624,569 負債及び純資産合計 34,624,569

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



中城村_全体会計 【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 9,172,123

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 22,550

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 22,550

    使用料及び手数料 591,736

    その他 615,299

純経常行政コスト 9,149,574

      社会保障給付 1,030,857

      その他 158,467

  経常収益 1,207,035

        その他 48,923

    移転費用 6,087,590

      補助金等 4,898,266

      その他の業務費用 162,494

        支払利息 102,523

        徴収不能引当金繰入額 11,047

        維持補修費 547,188

        減価償却費 1,168,938

        その他 2,100

        その他 359,711

      物件費等 2,915,218

        物件費 1,196,992

        職員給与費 768,641

        賞与等引当金繰入額 59,292

        退職手当引当金繰入額 3,662

  経常費用 10,356,609

    業務費用 4,269,018

      人件費 1,191,307

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



中城村_全体会計 【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 25,729,650 34,056,396 -8,326,747 -

  純行政コスト（△） -9,172,123 -9,172,123 -

  財源 8,873,183 8,873,183 -

    税収等 5,406,089 5,406,089 -

    国県等補助金 3,467,094 3,467,094 -

  本年度差額 -298,940 -298,940 -

  固定資産等の変動（内部変動） -678,641 678,641

    有形固定資産等の増加 820,580 -820,580

    有形固定資産等の減少 -1,171,745 1,171,745

    貸付金・基金等の増加 536,926 -536,926

    貸付金・基金等の減少 -864,401 864,401

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 12,800 5,545 7,255

  本年度純資産変動額 -286,140 -673,096 386,956 -

本年度末純資産残高 25,443,509 33,383,301 -7,939,791 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



中城村_全体会計 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 69,444

本年度歳計外現金増減額 4,554

本年度末歳計外現金残高 73,998

本年度末現金預金残高 1,155,130

財務活動収支 -260,894

本年度資金収支額 12,362

前年度末資金残高 1,068,770

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,081,132

    地方債等償還支出 596,936

    その他の支出 2,982

  財務活動収入 339,024

    地方債等発行収入 336,498

    その他の収入 2,526

    資産売却収入 -

    その他の収入 1,852

投資活動収支 -72,420

【財務活動収支】

  財務活動支出 599,918

    その他の支出 963

  投資活動収入 1,088,098

    国県等補助金収入 443,764

    基金取崩収入 642,482

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,160,518

    公共施設等整備費支出 823,985

    基金積立金支出 268,575

    投資及び出資金支出 66,996

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 345,676

【投資活動収支】

    税収等収入 5,404,159

    国県等補助金収入 3,017,460

    使用料及び手数料収入 595,617

    その他の収入 481,258

  臨時支出 -

    移転費用支出 6,087,590

      補助金等支出 4,898,266

      社会保障給付支出 1,030,857

      その他の支出 158,467

  業務収入 9,498,495

    業務費用支出 3,065,228

      人件費支出 1,185,343

      物件費等支出 1,744,909

      支払利息支出 102,523

      その他の支出 32,453

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 9,152,819


