
中城村_連結会計 【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 34,410,375   固定負債 8,794,731

    有形固定資産 30,598,284     地方債等 7,047,567

      事業用資産 8,860,512     長期未払金 -

        土地 1,909,874     退職手当引当金 716,539

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,919,190     その他 1,030,624

        建物減価償却累計額 -8,255,553   流動負債 826,362

        工作物 358,496     １年内償還予定地方債等 659,889

        工作物減価償却累計額 -150,317     未払金 32,621

        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 80,076

        航空機 -     預り金 50,374

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,402

        その他 - 負債合計 9,621,093

        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 35,107,950

      インフラ資産 21,278,341   余剰分（不足分） -8,366,447

        土地 1,637,637   他団体出資等分 -

        建物 186,873

        建物減価償却累計額 -83,161

        工作物 35,529,919

        工作物減価償却累計額 -16,348,380

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 355,453

      物品 972,761

      物品減価償却累計額 -513,330

    無形固定資産 760,907

      ソフトウェア 48,381

      その他 712,526

    投資その他の資産 3,051,183

      投資及び出資金 210,391

        有価証券 29,087

        出資金 114,308

        その他 66,996

      長期延滞債権 183,562

      長期貸付金 190

      基金 2,668,966

        減債基金 181,827

        その他 2,487,139

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,925

  流動資産 1,952,222

    現金預金 1,162,572

    未収金 97,469

    短期貸付金 -

    基金 697,576

      財政調整基金 697,576

      減債基金 -

    棚卸資産 290

    その他 182

    徴収不能引当金 -5,866

  繰延資産 - 純資産合計 26,741,503

資産合計 36,362,597 負債及び純資産合計 36,362,597

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



中城村_連結会計 【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 982

    その他 24,207

純行政コスト 14,468,081

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 47,518

  臨時利益 25,189

  臨時損失 126,322

    災害復旧事業費 22,694

    資産除売却損 56,110

    使用料及び手数料 641,522

    その他 514,969

純経常行政コスト 14,366,948

      社会保障給付 1,149,588

      その他 139,714

  経常収益 1,156,492

        その他 101,914

    移転費用 10,466,868

      補助金等 9,177,566

      その他の業務費用 213,238

        支払利息 93,516

        徴収不能引当金繰入額 17,808

        維持補修費 248,405

        減価償却費 1,421,430

        その他 -

        その他 367,922

      物件費等 3,237,379

        物件費 1,567,545

        職員給与費 1,102,027

        賞与等引当金繰入額 79,284

        退職手当引当金繰入額 56,722

  経常費用 15,523,440

    業務費用 5,056,572

      人件費 1,605,955

連結行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



中城村_連結会計 【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 26,733,644 35,272,249 -8,538,605 -

  純行政コスト（△） -14,468,081 -14,468,081 -

  財源 14,349,988 14,349,988 -

    税収等 9,120,538 9,120,538 -

    国県等補助金 5,229,450 5,229,450 -

  本年度差額 -118,093 -118,093 -

  固定資産等の変動（内部変動） -355,500 355,500

    有形固定資産等の増加 1,409,438 -1,409,438

    有形固定資産等の減少 -1,523,287 1,523,287

    貸付金・基金等の増加 747,385 -747,385

    貸付金・基金等の減少 -989,036 989,036

  資産評価差額 -38,767 -38,767

  無償所管換等 130,173 130,173

  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 -24,371 48,588 -72,959 -

  その他 58,917 51,206 7,711

  本年度純資産変動額 7,859 -164,299 172,158 -

本年度末純資産残高 26,741,503 35,107,950 -8,366,447 -

連結純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



中城村_連結会計 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 74,376

本年度歳計外現金増減額 -32,056

本年度末歳計外現金残高 42,320

本年度末現金預金残高 1,162,572

財務活動収支 -281,985

本年度資金収支額 -101,434

前年度末資金残高 1,223,905

比例連結割合変更に伴う差額 -2,219

本年度末資金残高 1,120,252

    地方債等償還支出 691,473

    その他の支出 7,117

  財務活動収入 416,605

    地方債等発行収入 412,347

    その他の収入 4,257

    資産売却収入 983

    その他の収入 -

投資活動収支 -445,006

【財務活動収支】

  財務活動支出 698,590

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,475,531

    国県等補助金収入 742,620

    基金取崩収入 731,929

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,920,538

    公共施設等整備費支出 1,411,205

    基金積立金支出 509,333

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 625,558

【投資活動収支】

    税収等収入 9,126,070

    国県等補助金収入 4,493,130

    使用料及び手数料収入 639,380

    その他の収入 405,485

  臨時支出 22,694

    移転費用支出 10,466,868

      補助金等支出 9,177,566

      社会保障給付支出 1,149,588

      その他の支出 139,714

  業務収入 14,664,065

    業務費用支出 3,551,803

      人件費支出 1,545,690

      物件費等支出 1,813,251

      支払利息支出 93,516

      その他の支出 99,346

連結資金収支計算書
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 14,018,671


