
【様式第1号】

自治体名：中城村

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 31,492,158   固定負債 8,306,711

    有形固定資産 29,125,973     地方債等 7,288,358

      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 11,207

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,726,991     その他 1,007,146

        建物減価償却累計額 -6,760,163   流動負債 755,616

        工作物 660,245     １年内償還予定地方債等 587,133

        工作物減価償却累計額 -85,913     未払金 31,140

        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 77,203

        航空機 -     預り金 59,566

        航空機減価償却累計額 -     その他 574

        その他 - 負債合計 9,062,327

        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 32,244,120

      インフラ資産 19,001,833   余剰分（不足分） -7,767,189

        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 1,236,560

      物品減価償却累計額 -662,987

    無形固定資産 674,569

      ソフトウェア 8,865

      その他 665,704

    投資その他の資産 1,691,616

      投資及び出資金 131,862

        有価証券 17,554

        出資金 114,308

        その他 -

      長期延滞債権 132,490

      長期貸付金 -

      基金 1,368,611

        減債基金 181,827

        その他 1,186,784

      その他 66,996

      徴収不能引当金 -8,342

  流動資産 2,047,101

    現金預金 1,213,488

    未収金 83,991

    短期貸付金 -

    基金 751,962

      財政調整基金 751,962

      減債基金 -

    棚卸資産 286

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,626

  繰延資産 - 純資産合計 24,476,931

資産合計 33,539,259 負債及び純資産合計 33,539,259

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：全体会計 （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 13,469,942

    業務費用 4,677,574

      人件費 1,404,199

        職員給与費 941,033

        賞与等引当金繰入額 76,603

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 386,562

      物件費等 3,150,945

        物件費 1,757,803

        維持補修費 207,167

        減価償却費 1,185,974

        その他 -

      その他の業務費用 122,431

        支払利息 70,693

        徴収不能引当金繰入額 11,010

        その他 40,728

    移転費用 8,792,368

      補助金等 5,171,354

      社会保障給付 3,618,756

      その他 2,258

  経常収益 1,046,510

    使用料及び手数料 596,393

    その他 450,117

純経常行政コスト 12,423,432

  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 214,058

    資産売却益 211,538

    その他 2,520

純行政コスト 12,216,528



【様式第3号】

自治体名：中城村

会計：全体会計 （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 25,267,444 33,058,262 -7,790,818 -

  純行政コスト（△） -12,216,528 -12,216,528 -

  財源 12,708,204 12,708,204 -

    税収等 5,367,127 5,367,127 -

    国県等補助金 7,341,077 7,341,077 -

  本年度差額 491,676 491,676 -

  固定資産等の変動（内部変動） 468,046 -468,046

    有形固定資産等の増加 1,649,554 -1,649,554

    有形固定資産等の減少 -1,188,360 1,188,360

    貸付金・基金等の増加 844,177 -844,177

    貸付金・基金等の減少 -837,324 837,324

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -790,512 -814,142 23,630 -

本年度末純資産残高 24,476,931 32,244,120 -7,767,189 -

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：全体会計 （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 12,260,968

    業務費用支出 3,468,600

      人件費支出 1,402,233

      物件費等支出 1,962,380

      支払利息支出 70,693

      その他の支出 33,293

    移転費用支出 8,792,368

      補助金等支出 5,171,354

      社会保障給付支出 3,618,756

      その他の支出 2,258

  業務収入 13,058,959

    税収等収入 5,376,669

    国県等補助金収入 6,697,941

    使用料及び手数料収入 597,499

    その他の収入 386,850

  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 793,357

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,438,180

    公共施設等整備費支出 1,660,537

    基金積立金支出 777,643

    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 1,626,390

    国県等補助金収入 650,680

    基金取崩収入 764,049

    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 -811,790

【財務活動収支】

  財務活動支出 595,029

    地方債等償還支出 589,771

    その他の支出 5,258

  財務活動収入 818,100

    地方債等発行収入 814,463

    その他の収入 3,637

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 1,213,488

財務活動収支 223,071

本年度資金収支額 204,638

前年度末資金残高 959,252

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,163,890


