
【様式第1号】

自治体名：中城村

会計：連結会計 （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 34,013,344   固定負債 8,938,608

    有形固定資産 30,489,012     地方債等 7,189,077

      事業用資産 9,175,838     長期未払金 -

        土地 1,977,819     退職手当引当金 723,785

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,970,197     その他 1,025,746

        建物減価償却累計額 -8,742,306   流動負債 815,930

        工作物 486,443     １年内償還予定地方債等 637,399

        工作物減価償却累計額 -166,790     未払金 32,197

        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 87,908

        航空機 -     預り金 53,380

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,046

        その他 - 負債合計 9,754,538

        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 34,677,349

      インフラ資産 20,916,119   余剰分（不足分） -8,335,940

        土地 1,645,968   他団体出資等分 -

        建物 186,873

        建物減価償却累計額 -88,213

        工作物 36,177,529

        工作物減価償却累計額 -17,138,504

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 132,467

      物品 997,906

      物品減価償却累計額 -600,851

    無形固定資産 731,690

      ソフトウェア 35,754

      その他 695,936

    投資その他の資産 2,792,643

      投資及び出資金 152,187

        有価証券 21,634

        出資金 63,557

        その他 66,996

      長期延滞債権 162,935

      長期貸付金 190

      基金 2,491,418

        減債基金 181,827

        その他 2,309,590

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,087

  流動資産 2,082,603

    現金預金 1,324,320

    未収金 100,827

    短期貸付金 -

    基金 664,005

      財政調整基金 664,005

      減債基金 -

    棚卸資産 284

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



    その他 385

    徴収不能引当金 -7,218

  繰延資産 - 純資産合計 26,341,409

資産合計 36,095,947 負債及び純資産合計 36,095,947



【様式第2号】

自治体名：中城村

会計：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 13,294,195

    業務費用 5,223,326

      人件費 1,669,961

        職員給与費 1,150,242

        賞与等引当金繰入額 87,411

        退職手当引当金繰入額 44,526

        その他 387,782

      物件費等 3,323,136

        物件費 1,523,167

        維持補修費 356,634

        減価償却費 1,443,335

        その他 -

      その他の業務費用 230,229

        支払利息 84,246

        徴収不能引当金繰入額 21,257

        その他 124,727

    移転費用 8,070,869

      補助金等 6,746,728

      社会保障給付 1,195,203

      その他 128,887

  経常収益 1,277,591

      他会計への繰出金 51

    使用料及び手数料 667,942

    その他 609,650

純経常行政コスト 12,016,604

  臨時損失 210,813

    災害復旧事業費 35,777

    資産除売却損 173,939

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,097

  臨時利益 2,969

    資産売却益 2,952

    その他 17

純行政コスト 12,224,448



自治体名：中城村

会計：連結会計

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 26,741,475 35,106,494 -8,365,019

  純行政コスト（△） -12,224,448 -12,224,448

  財源 11,801,057 11,801,057

    税収等 6,217,539 6,217,539

    国県等補助金 5,583,519 5,583,519

  本年度差額 -423,390 -423,390

  固定資産等の変動（内部変動） -494,625 494,625

    有形固定資産等の増加 1,352,091 -1,352,091

    有形固定資産等の減少 -1,617,307 1,617,307

    貸付金・基金等の増加 453,962 -453,962

    貸付金・基金等の減少 -683,370 683,370

  資産評価差額 -7,453 -7,453

  無償所管換等 140,555 140,555

  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 -66,394 -16,876 -49,518

  その他 -43,383 -50,746 7,363

  本年度純資産変動額 -400,066 -429,145 29,079

本年度末純資産残高 26,341,409 34,677,349 -8,335,940

連結純資産変動計算書
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）

他団体出資等分

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 11,773,281

    業務費用支出 3,702,411

      人件費支出 1,617,371

      物件費等支出 1,882,633

      支払利息支出 84,246

      その他の支出 118,162

    移転費用支出 8,070,869

      補助金等支出 6,746,728

      社会保障給付支出 1,195,203

      その他の支出 128,887

  業務収入 12,401,828

    税収等収入 6,212,984

    国県等補助金収入 4,951,651

    使用料及び手数料収入 666,124

    その他の収入 571,069

  臨時支出 36,010

    災害復旧事業費支出 35,777

    その他の支出 233

  臨時収入 28,675

業務活動収支 621,212

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,573,011

    公共施設等整備費支出 1,332,516

    基金積立金支出 240,495

    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 1,044,547

    国県等補助金収入 594,600

    基金取崩収入 446,961

    貸付金元金回収収入 -

  財務活動収入 743,211

    地方債等発行収入 738,520

    その他の収入 4,691

    資産売却収入 2,986

    その他の収入 -

投資活動収支 -528,464

【財務活動収支】

  財務活動支出 675,916

前年度末歳計外現金残高 42,332

本年度歳計外現金増減額 2,272

本年度末歳計外現金残高 44,604

本年度末現金預金残高 1,324,320

      他会計への繰出支出 51

財務活動収支 67,295

本年度資金収支額 160,043

前年度末資金残高 1,120,232

比例連結割合変更に伴う差額 -559

本年度末資金残高 1,279,715

    地方債等償還支出 666,740

    その他の支出 9,177




