
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 23,787,074   固定負債 5,371,092

    有形固定資産 22,658,204     地方債 5,353,354

      事業用資産 9,550,566     長期未払金 -

        土地 2,009,407     退職手当引当金 17,738

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,726,991     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,760,163   流動負債 596,563

        工作物 660,245     １年内償還予定地方債 473,240

        工作物減価償却累計額 -85,913     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 71,075

        航空機 -     預り金 51,674

        航空機減価償却累計額 -     その他 574

        その他 - 負債合計 5,967,655

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 24,539,032

      インフラ資産 12,586,589   余剰分（不足分） -5,508,299

        土地 1,599,015

        建物 120,723

        建物減価償却累計額 -73,962

        工作物 24,452,102

        工作物減価償却累計額 -13,562,182

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 50,893

      物品 951,898

      物品減価償却累計額 -430,850

    無形固定資産 8,249

      ソフトウェア 8,249

      その他 -

    投資その他の資産 1,120,621

      投資及び出資金 131,862

        有価証券 17,554

        出資金 114,308

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 81,827

      長期貸付金 -

      基金 912,751

        減債基金 181,827

        その他 730,923

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,818

  流動資産 1,211,314

    現金預金 431,505

    未収金 29,767

    短期貸付金 -

    基金 751,958

      財政調整基金 751,958

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,916 純資産合計 19,030,733

資産合計 24,998,388 負債及び純資産合計 24,998,388

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 10,734,037

    業務費用 3,860,918

      人件費 1,311,333

        職員給与費 886,698

        賞与等引当金繰入額 71,075

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 353,560

      物件費等 2,481,295

        物件費 1,355,513

        維持補修費 168,817

        減価償却費 956,966

        その他 -

      その他の業務費用 68,290

        支払利息 37,664

        徴収不能引当金繰入額 7,734

        その他 22,892

    移転費用 6,873,119

      補助金等 2,728,777

      社会保障給付 3,618,756

      他会計への繰出金 523,399

      その他 2,187

  経常収益 524,785

    使用料及び手数料 103,306

    その他 421,479

純経常行政コスト 10,209,252

  臨時損失 7,150

    災害復旧事業費 7,150

    資産除売却損 -

    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 10,004,864

    その他 -

  臨時利益 211,538

    資産売却益 211,538



【様式第3号】

自治体名：中城村

会計：一般会計等 （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 19,756,859 25,198,423 -5,441,563

  純行政コスト（△） -10,004,864 -10,004,864

  財源 10,528,063 10,528,063

    税収等 4,934,840 4,934,840

    国県等補助金 5,593,223 5,593,223

  本年度差額 523,199 523,199

  固定資産等の変動（内部変動） 589,935 -589,935

    有形固定資産等の増加 1,450,140 -1,450,140

    有形固定資産等の減少 -956,966 956,966

    貸付金・基金等の増加 808,590 -808,590

    貸付金・基金等の減少 -711,830 711,830

  資産評価差額 -4,353 -4,353

  無償所管換等 -1,244,972 -1,244,972

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -726,126 -659,391 -66,736

本年度末純資産残高 19,030,733 24,539,032 -5,508,299

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 9,765,541

    業務費用支出 2,892,422

      人件費支出 1,307,536

      物件費等支出 1,524,329

      支払利息支出 37,664

      その他の支出 22,892

    移転費用支出 6,873,119

      補助金等支出 2,728,777

      社会保障給付支出 3,618,756

      他会計への繰出支出 523,399

      その他の支出 2,187

  業務収入 10,426,507

    税収等収入 4,935,406

    国県等補助金収入 5,027,640

    使用料及び手数料収入 104,186

    その他の収入 359,275

  臨時支出 7,150

    災害復旧事業費支出 7,150

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 653,816

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,214,368

    公共施設等整備費支出 1,450,140

    基金積立金支出 764,228

    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 1,445,810

    国県等補助金収入 565,583

    基金取崩収入 668,565

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 211,662

    その他の収入 -

投資活動収支 -768,559

【財務活動収支】

  財務活動支出 484,233

    地方債償還支出 481,605

    その他の支出 2,628

  財務活動収入 773,139

    地方債発行収入 771,063

前年度末歳計外現金残高 47,001

本年度歳計外現金増減額 2,597

本年度末歳計外現金残高 49,598

本年度末現金預金残高 431,505

    その他の収入 2,076

財務活動収支 288,906

本年度資金収支額 174,163

前年度末資金残高 207,744

本年度末資金残高 381,907


