
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 32,625,741   固定負債 8,104,084

    有形固定資産 29,629,911     地方債等 6,929,241

      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 149,301

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,757,472     その他 1,025,541

        建物減価償却累計額 -5,850,395   流動負債 747,842

        工作物 200,576     １年内償還予定地方債等 601,374

        工作物減価償却累計額 -33,109     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 63,385

        航空機 -     預り金 48,832

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,629

        その他 - 負債合計 8,851,926

        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 33,276,110

      インフラ資産 21,278,341   余剰分（不足分） -7,711,073

        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 652,120

      物品減価償却累計額 -313,699

    無形固定資産 760,073

      ソフトウェア 47,547

      その他 712,526

    投資その他の資産 2,235,757

      投資及び出資金 210,386

        有価証券 29,082

        出資金 114,308

        その他 66,996

      長期延滞債権 174,637

      長期貸付金 -

      基金 1,859,903

        減債基金 181,827

        その他 1,678,076

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,168

  流動資産 1,791,222

    現金預金 1,056,735

    未収金 86,487

    短期貸付金 -

    基金 650,369

      財政調整基金 650,369

      減債基金 -

    棚卸資産 290

    その他 182

    徴収不能引当金 -2,842

  繰延資産 - 純資産合計 25,565,037

資産合計 34,416,963 負債及び純資産合計 34,416,963

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



中城村_全体会計 【様式第2号】

（単位：千円）

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

  経常費用 10,590,766

    業務費用 4,082,713

      人件費 1,208,987

        職員給与費 790,759

        賞与等引当金繰入額 62,593

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 355,635

      物件費等 2,731,359

        物件費 1,323,561

        維持補修費 216,968

        減価償却費 1,190,829

        その他 -

      その他の業務費用 142,367

        支払利息 92,247

        徴収不能引当金繰入額 12,027

        その他 38,092

    移転費用 6,508,053

      補助金等 5,223,327

      社会保障給付 1,149,588

      その他 135,138

  経常収益 1,113,154

    使用料及び手数料 623,335

    その他 489,819

純経常行政コスト 9,477,612

  臨時損失 78,534

    災害復旧事業費 22,694

    資産除売却損 55,840

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 982

    資産売却益 982

    その他 -

純行政コスト 9,555,164



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 25,443,509 33,383,301 -7,939,791 -

  純行政コスト（△） -9,555,164 -9,555,164 -

  財源 9,577,850 9,577,850 -

    税収等 5,588,196 5,588,196 -

    国県等補助金 3,989,654 3,989,654 -

  本年度差額 22,686 22,686 -

  固定資産等の変動（内部変動） -198,736 198,736

    有形固定資産等の増加 1,403,325 -1,403,325

    有形固定資産等の減少 -1,246,669 1,246,669

    貸付金・基金等の増加 608,287 -608,287

    貸付金・基金等の減少 -963,679 963,679

  資産評価差額 -38,767 -38,767

  無償所管換等 130,169 130,169

  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 7,439 143 7,297

  本年度純資産変動額 121,528 -107,190 228,718 -

本年度末純資産残高 25,565,037 33,276,110 -7,711,073 -

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_全体会計 【様式第4号】

（単位：千円）

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 9,380,074

    業務費用支出 2,872,021

      人件費支出 1,205,611

      物件費等支出 1,537,831

      支払利息支出 92,247

      その他の支出 36,332

    移転費用支出 6,508,053

      補助金等支出 5,223,327

      社会保障給付支出 1,149,588

      その他の支出 135,138

  業務収入 9,853,806

    税収等収入 5,598,216

    国県等補助金収入 3,253,762

    使用料及び手数料収入 621,192

    その他の収入 380,636

  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 453,895

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,781,939

    公共施設等整備費支出 1,410,326

    基金積立金支出 371,613

    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 1,451,720

    国県等補助金収入 742,191

    基金取崩収入 708,546

    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 -330,219

【財務活動収支】

  財務活動支出 603,170

    地方債等償還支出 599,014

    その他の支出 4,155

  財務活動収入 413,149

    地方債等発行収入 410,061

    その他の収入 3,088

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 1,056,735

財務活動収支 -190,021

本年度資金収支額 -66,344

前年度末資金残高 1,081,132

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,014,788


