
【様式第1号】

自治体名：中城村

会計：全体会計 （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 32,422,765   固定負債 8,183,559

    有形固定資産 29,739,025     地方債等 7,054,524

      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 114,590

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,827,446     その他 1,014,445

        建物減価償却累計額 -6,176,334   流動負債 758,985

        工作物 329,722     １年内償還予定地方債等 604,064

        工作物減価償却累計額 -41,276     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 69,843

        航空機 -     預り金 51,251

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,629

        その他 - 負債合計 8,942,544

        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 33,042,194

      インフラ資産 20,916,119   余剰分（不足分） -7,662,164

        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 676,486

      物品減価償却累計額 -371,261

    無形固定資産 725,251

      ソフトウェア 29,315

      その他 695,936

    投資その他の資産 1,958,489

      投資及び出資金 202,933

        有価証券 21,629

        出資金 114,308

        その他 66,996

      長期延滞債権 153,529

      長期貸付金 -

      基金 1,612,989

        減債基金 181,827

        その他 1,431,162

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,962

  流動資産 1,899,809

    現金預金 1,193,367

    未収金 90,295

    短期貸付金 -

    基金 619,429

      財政調整基金 619,429

      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 -3,951

  繰延資産 - 純資産合計 25,380,030

資産合計 34,322,574 負債及び純資産合計 34,322,574



【様式第2号】

自治体名：中城村

会計：全体会計 （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 10,481,907

    業務費用 4,296,342

      人件費 1,282,668

        職員給与費 837,645

        賞与等引当金繰入額 69,347

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 375,676

      物件費等 2,850,885

        物件費 1,286,199

        維持補修費 331,280

        減価償却費 1,233,406

        その他 -

      その他の業務費用 162,789

        支払利息 83,568

        徴収不能引当金繰入額 14,865

        その他 64,356

    移転費用 6,185,565

      補助金等 4,872,854

      社会保障給付 1,194,924

      その他 117,787

  経常収益 1,237,084

    使用料及び手数料 649,130

    その他 587,953

純経常行政コスト 9,244,823

  臨時損失 205,352

    災害復旧事業費 30,883

    資産除売却損 173,371

純行政コスト 9,447,216

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,097

  臨時利益 2,959

    投資損失引当金繰入額 1

    資産売却益 2,945

    その他 15



自治体名：中城村

会計：全体会計

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 25,565,037 33,276,110 -7,711,073

  純行政コスト（△） -9,447,216 -9,447,216

  財源 9,121,154 9,121,154

    税収等 4,809,805 4,809,805

    国県等補助金 4,311,350 4,311,350

  本年度差額 -326,061 -326,061

  固定資産等の変動（内部変動） -367,607 367,607

    有形固定資産等の増加 1,339,924 -1,339,924

    有形固定資産等の減少 -1,406,777 1,406,777

    貸付金・基金等の増加 360,523 -360,523

    貸付金・基金等の減少 -661,277 661,277

  資産評価差額 -7,453 -7,453

  無償所管換等 141,144 141,144

  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 7,363 - 7,363

  本年度純資産変動額 -185,008 -233,916 48,908

本年度末純資産残高 25,380,030 33,042,194 -7,662,164

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：全体会計 （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 9,223,849

    業務費用支出 3,038,284

      人件費支出 1,275,928

      物件費等支出 1,620,310

      支払利息支出 83,568

      その他の支出 58,479

    移転費用支出 6,185,565

      補助金等支出 4,872,854

      社会保障給付支出 1,194,924

      その他の支出 117,787

  業務収入 9,690,918

    税収等収入 4,811,270

    国県等補助金収入 3,679,909

    使用料及び手数料収入 647,313

    その他の収入 552,426

  臨時支出 31,117

    災害復旧事業費支出 30,883

    その他の支出 233

  臨時収入 28,675

業務活動収支 464,627

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,478,740

    公共施設等整備費支出 1,331,443

    基金積立金支出 147,298

    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 1,022,268

    国県等補助金収入 594,173

    基金取崩収入 425,151

    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 -456,472

【財務活動収支】

  財務活動支出 606,091

    地方債等償還支出 601,374

    その他の支出 4,717

  財務活動収入 732,584

    地方債等発行収入 729,347

    その他の収入 3,237

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 1,193,367

財務活動収支 126,493

本年度資金収支額 134,649

前年度末資金残高 1,014,788

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,149,437


