
中城村_一般会計等 【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 24,883,501   固定負債 4,937,359

    有形固定資産 23,246,188     地方債 4,792,510

      事業用資産 8,013,148     長期未払金 -

        土地 1,859,783     退職手当引当金 141,017

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,757,472     その他 3,832

        建物減価償却累計額 -5,850,395   流動負債 604,437

        工作物 200,576     １年内償還予定地方債 502,687

        工作物減価償却累計額 -33,109     未払金 -

        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 57,745

        航空機 -     預り金 42,376

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,629

        その他 - 負債合計 5,541,796

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 78,822   固定資産等形成分 25,533,865

      インフラ資産 14,899,928   余剰分（不足分） -5,366,367

        土地 1,589,379

        建物 120,723

        建物減価償却累計額 -63,660

        工作物 26,983,983

        工作物減価償却累計額 -13,956,351

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 225,855

      物品 601,980

      物品減価償却累計額 -268,868

    無形固定資産 46,800

      ソフトウェア 46,800

      その他 -

    投資その他の資産 1,590,513

      投資及び出資金 143,390

        有価証券 29,082

        出資金 114,308

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 109,716

      長期貸付金 -

      基金 1,343,805

        減債基金 181,827

        その他 1,161,977

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,398

  流動資産 825,793

    現金預金 144,697

    未収金 32,768

    短期貸付金 -

    基金 650,365

      財政調整基金 650,365

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,037 純資産合計 20,167,498

資産合計 25,709,294 負債及び純資産合計 25,709,294

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



中城村_一般会計等 【様式第2号】

（単位：千円）

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 7,270,947

    業務費用 3,218,458

      人件費 1,118,004

        職員給与費 733,922

        賞与等引当金繰入額 57,745

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 326,336

      物件費等 2,016,186

        物件費 947,479

        維持補修費 79,082

        減価償却費 989,625

        その他 -

      その他の業務費用 84,269

        支払利息 54,571

        徴収不能引当金繰入額 8,435

        その他 21,263

    移転費用 4,052,489

      補助金等 2,251,595

      社会保障給付 1,149,588

      他会計への繰出金 579,871

      その他 71,435

  経常収益 415,571

    使用料及び手数料 153,609

    その他 261,961

純経常行政コスト 6,855,376

  臨時損失 76,245

    災害復旧事業費 22,694

    資産除売却損 53,551

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 6,930,639

    その他 -

  臨時利益 982

    資産売却益 982



中城村_一般会計等 【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)

前年度末純資産残高 20,245,141 25,725,852 -5,480,710

  純行政コスト（△） -6,930,639 -6,930,639

  財源 6,799,104 6,799,104

    税収等 4,098,895 4,098,895

    国県等補助金 2,700,208 2,700,208

  本年度差額 -131,535 -131,535

  固定資産等の変動（内部変動） -245,878 245,878

    有形固定資産等の増加 884,980 -884,980

    有形固定資産等の減少 -1,043,175 1,043,175

    貸付金・基金等の増加 388,085 -388,085

    貸付金・基金等の減少 -475,769 475,769

  資産評価差額 -38,767 -38,767

  無償所管換等 92,516 92,516

  その他 143 143 -

  本年度純資産変動額 -77,643 -191,986 114,343

本年度末純資産残高 20,167,498 25,533,865 -5,366,367

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



中城村_一般会計等 【様式第4号】

（単位：千円）

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,269,033

    業務費用支出 2,216,544

      人件費支出 1,114,528

      物件費等支出 1,026,561

      支払利息支出 54,571

      その他の支出 20,884

    移転費用支出 4,052,489

      補助金等支出 2,251,595

      社会保障給付支出 1,149,588

      他会計への繰出支出 579,871

      その他の支出 71,435

  業務収入 6,509,974

    税収等収入 4,108,057

    国県等補助金収入 2,087,845

    使用料及び手数料収入 152,716

    その他の収入 161,356

  臨時支出 22,694

    災害復旧事業費支出 22,694

    その他の支出 -

  臨時収入 2,858

業務活動収支 221,104

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,118,069

    公共施設等整備費支出 884,980

    基金積立金支出 233,089

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 919,035

    国県等補助金収入 609,506

    基金取崩収入 308,546

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 983

    その他の収入 -

投資活動収支 -199,034

【財務活動収支】

  財務活動支出 508,439

    地方債償還支出 506,048

    その他の支出 2,391

  財務活動収入 345,089

    地方債発行収入 344,661

前年度末歳計外現金残高 73,998

本年度歳計外現金増減額 -32,050

本年度末歳計外現金残高 41,948

本年度末現金預金残高 144,697

    その他の収入 428

財務活動収支 -163,350

本年度資金収支額 -141,280

前年度末資金残高 244,030

本年度末資金残高 102,750


