
【様式第1号】

自治体名：中城村

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 33,071,759   固定負債 9,149,427

    有形固定資産 29,784,969     地方債等 7,394,058

      事業用資産 10,135,180     長期未払金 1,739

        土地 2,059,506     退職手当引当金 743,458

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,835,867     その他 1,010,172

        建物減価償却累計額 -9,364,216   流動負債 814,495

        工作物 818,590     １年内償還予定地方債等 621,736

        工作物減価償却累計額 -215,185     未払金 31,334

        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 96,841

        航空機 -     預り金 61,809

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,775

        その他 - 負債合計 9,963,923

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 617   固定資産等形成分 33,868,259

      インフラ資産 19,001,833   余剰分（不足分） -8,477,408

        土地 1,647,273   他団体出資等分 -

        建物 186,873

        建物減価償却累計額 -98,319

        工作物 33,465,209

        工作物減価償却累計額 -16,327,881

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 128,678

      物品 1,582,193

      物品減価償却累計額 -934,236

    無形固定資産 677,650

      ソフトウェア 11,946

      その他 665,704

    投資その他の資産 2,609,140

      投資及び出資金 81,116

        有価証券 17,559

        出資金 63,557

        その他 -

      長期延滞債権 141,946

      長期貸付金 190

      基金 2,330,661

        減債基金 181,827

        その他 2,148,834

      その他 66,996

      徴収不能引当金 -11,770

  流動資産 2,283,015

    現金預金 1,399,567

    未収金 92,587

    短期貸付金 -

    基金 796,500

      財政調整基金 796,500

      減債基金 -

    棚卸資産 286

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,925

  繰延資産 - 純資産合計 25,390,851

資産合計 35,354,774 負債及び純資産合計 35,354,774

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：中城村

会計：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 16,406,396

    業務費用 5,436,779

      人件費 1,786,948

        職員給与費 1,243,565

        賞与等引当金繰入額 96,241

        退職手当引当金繰入額 48,652

        その他 398,489

      物件費等 3,474,575

        物件費 1,995,988

        維持補修費 226,422

        減価償却費 1,252,165

        その他 -

      その他の業務費用 175,256

        支払利息 70,967

        徴収不能引当金繰入額 17,736

        その他 86,553

    移転費用 10,969,617

      補助金等 7,340,086

      社会保障給付 3,618,756

      その他 10,774

  経常収益 1,075,280

    使用料及び手数料 613,769

    その他 461,510

純経常行政コスト 15,331,116

  臨時損失 7,154

    災害復旧事業費 7,150

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4

  臨時利益 214,201

    資産売却益 211,681

    その他 2,520

純行政コスト 15,124,070



【様式第3号】

自治体名：中城村

会計：連結会計 （単位：千円）

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 26,218,165 34,729,810 -8,511,645 -

  純行政コスト（△） -15,124,070 -15,124,070 -

  財源 15,567,648 15,567,648 -

    税収等 6,855,342 6,855,342 -

    国県等補助金 8,712,306 8,712,306 -

  本年度差額 443,578 443,578 -

  固定資産等の変動（内部変動） 386,462 -386,462

    有形固定資産等の増加 1,694,123 -1,694,123

    有形固定資産等の減少 -1,254,561 1,254,561

    貸付金・基金等の増加 984,030 -984,030

    貸付金・基金等の減少 -1,037,130 1,037,130

  資産評価差額 -4,353 -4,353

  無償所管換等 -1,277,835 -1,277,835

  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 11,295 34,175 -22,880 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -827,314 -861,551 34,237 -

本年度末純資産残高 25,390,851 33,868,259 -8,477,408 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 15,075,156

    業務費用支出 4,105,539

      人件費支出 1,735,633

      物件費等支出 2,219,820

      支払利息支出 70,967

      その他の支出 79,118

    移転費用支出 10,969,617

      補助金等支出 7,340,086

      社会保障給付支出 3,618,756

      その他の支出 10,774

  業務収入 15,943,291

    税収等収入 6,861,712

    国県等補助金収入 8,069,171

    使用料及び手数料収入 614,876

    その他の収入 397,532

  臨時支出 7,154

    災害復旧事業費支出 7,150

    その他の支出 4

  臨時収入 2,520

業務活動収支 863,501

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,621,323

    公共施設等整備費支出 1,704,248

    基金積立金支出 917,076

    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 1,825,588

    国県等補助金収入 650,680

    基金取崩収入 963,104

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 211,804

    その他の収入 -

投資活動収支 -795,735

【財務活動収支】

  財務活動支出 632,921

    地方債等償還支出 622,147

    その他の支出 10,774

  財務活動収入 860,854

    地方債等発行収入 855,272

    その他の収入 5,582

前年度末歳計外現金残高 48,874

本年度歳計外現金増減額 1,021

本年度末歳計外現金残高 49,896

本年度末現金預金残高 1,399,567

財務活動収支 227,933

本年度資金収支額 295,699

前年度末資金残高 1,050,448

比例連結割合変更に伴う差額 3,525

本年度末資金残高 1,349,671


