
【様式第1号】

自治体名：中城村

会計：一般会計等 （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 24,712,322   固定負債 5,094,499

    有形固定資産 23,313,369     地方債 4,979,360

      事業用資産 8,517,682     長期未払金 -

        土地 1,927,648     退職手当引当金 112,936

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,827,446     その他 2,203

        建物減価償却累計額 -6,176,334   流動負債 613,019

        工作物 329,722     １年内償還予定地方債 501,097

        工作物減価償却累計額 -41,276     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 64,634

        航空機 -     預り金 45,660

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,629

        その他 - 負債合計 5,707,518

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 650,476   固定資産等形成分 25,331,747

      インフラ資産 14,495,669   余剰分（不足分） -5,390,913

        土地 1,597,709

        建物 120,723

        建物減価償却累計額 -67,094

        工作物 27,346,128

        工作物減価償却累計額 -14,554,371

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 52,574

      物品 626,345

      物品減価償却累計額 -326,326

    無形固定資産 28,941

      ソフトウェア 28,941

      その他 -

    投資その他の資産 1,370,012

      投資及び出資金 135,937

        有価証券 21,629

        出資金 114,308

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 90,947

      長期貸付金 -

      基金 1,150,796

        減債基金 181,827

        その他 968,968

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,668

  流動資産 936,030

    現金預金 286,584

    未収金 32,863

    短期貸付金 -

    基金 619,425

      財政調整基金 619,425

      減債基金 -

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,841 純資産合計 19,940,835

資産合計 25,648,353 負債及び純資産合計 25,648,353



【様式第2号】

自治体名：中城村

会計：一般会計等 （単位：千円）

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 7,559,680

    業務費用 3,354,905

      人件費 1,192,171

        職員給与費 779,941

        賞与等引当金繰入額 64,634

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 347,596

      物件費等 2,082,229

        物件費 939,821

        維持補修費 124,360

        減価償却費 1,018,048

        その他 -

      その他の業務費用 80,505

        支払利息 47,192

        徴収不能引当金繰入額 10,508

        その他 22,804

    移転費用 4,204,775

      補助金等 2,522,566

      社会保障給付 1,194,924

      他会計への繰出金 400,595

      その他 86,689

  経常収益 393,287

    使用料及び手数料 174,716

    その他 218,572

純経常行政コスト 7,166,392

  臨時損失 203,727

    災害復旧事業費 30,883

    資産除売却損 172,843

    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 7,367,174

    その他 -

  臨時利益 2,945

    資産売却益 2,945



自治体名：中城村

会計：一般会計等

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 20,167,498 25,533,865 -5,366,367

  純行政コスト（△） -7,367,174 -7,367,174

  財源 6,975,121 6,975,121

    税収等 4,339,410 4,339,410

    国県等補助金 2,635,711 2,635,711

  本年度差額 -392,053 -392,053

  固定資産等の変動（内部変動） -367,508 367,508

    有形固定資産等の増加 1,067,371 -1,067,371

    有形固定資産等の減少 -1,190,892 1,190,892

    貸付金・基金等の増加 230,462 -230,462

    貸付金・基金等の減少 -474,450 474,450

  資産評価差額 -7,453 -7,453

  無償所管換等 172,843 172,843

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -226,663 -202,118 -24,545

本年度末純資産残高 19,940,835 25,331,747 -5,390,913

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第3号】

（単位：千円）

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：中城村

会計：一般会計等 （単位：千円）

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,518,473

    業務費用支出 2,313,698

      人件費支出 1,185,282

      物件費等支出 1,064,181

      支払利息支出 47,192

      その他の支出 17,042

    移転費用支出 4,204,775

      補助金等支出 2,522,566

      社会保障給付支出 1,194,924

      他会計への繰出支出 400,595

      その他の支出 86,689

  業務収入 6,804,213

    税収等収入 4,344,784

    国県等補助金収入 2,095,119

    使用料及び手数料収入 173,820

    その他の収入 190,491

  臨時支出 30,883

    災害復旧事業費支出 30,883

    その他の支出 -

  臨時収入 28,660

業務活動収支 283,517

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,165,683

    公共施設等整備費支出 1,067,371

    基金積立金支出 98,312

    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 837,138

    国県等補助金収入 511,932

    基金取崩収入 322,261

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 2,945

    その他の収入 -

投資活動収支 -328,546

【財務活動収支】

  財務活動支出 504,744

    地方債償還支出 502,687

    その他の支出 2,057

  財務活動収入 689,677

    地方債発行収入 687,947

前年度末歳計外現金残高 41,948

本年度歳計外現金増減額 1,983

本年度末歳計外現金残高 43,930

本年度末現金預金残高 286,584

    その他の収入 1,730

財務活動収支 184,932

本年度資金収支額 139,904

前年度末資金残高 102,750

本年度末資金残高 242,654


