
【様式第1号】

自治体名：中城村

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 24,611,853   固定負債 5,131,434

    有形固定資産 23,400,807     地方債 5,055,531

      事業用資産 9,031,094     長期未払金 -

        土地 1,974,268     退職手当引当金 75,329

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,853,326     その他 574

        建物減価償却累計額 -6,503,729   流動負債 598,511

        工作物 497,022     １年内償還予定地方債 481,605

        工作物減価償却累計額 -58,094     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 67,278

        航空機 -     預り金 48,000

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,629

        その他 - 負債合計 5,729,946

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,268,301   固定資産等形成分 25,198,423

      インフラ資産 14,063,102   余剰分（不足分） -5,441,563

        土地 1,599,015

        建物 120,723

        建物減価償却累計額 -70,528

        工作物 27,545,807

        工作物減価償却累計額 -15,144,167

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 12,252

      物品 684,641

      物品減価償却累計額 -378,030

    無形固定資産 17,444

      ソフトウェア 17,444

      その他 -

    投資その他の資産 1,193,602

      投資及び出資金 136,339

        有価証券 22,030

        出資金 114,308

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 80,520

      長期貸付金 -

      基金 982,475

        減債基金 181,827

        その他 800,647

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,731

  流動資産 874,952

    現金預金 254,744

    未収金 36,134

    短期貸付金 -

    基金 586,570

      財政調整基金 586,570

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,496 純資産合計 19,756,859

資産合計 25,486,805 負債及び純資産合計 25,486,805

貸借対照表
（令和2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）

    その他 -

純行政コスト 7,825,318

    その他 -

  臨時利益 4,384

    資産売却益 4,384

    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 -

純経常行政コスト 7,792,087

  臨時損失 37,616

    災害復旧事業費 37,616

  経常収益 469,111

    使用料及び手数料 165,259

    その他 303,852

      社会保障給付 1,293,548

      他会計への繰出金 504,298

      その他 650

        その他 56,837

    移転費用 4,786,999

      補助金等 2,988,503

      その他の業務費用 107,412

        支払利息 42,347

        徴収不能引当金繰入額 8,227

        維持補修費 105,251

        減価償却費 1,003,508

        その他 -

        その他 330,028

      物件費等 2,153,022

        物件費 1,044,263

        職員給与費 816,460

        賞与等引当金繰入額 67,278

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 8,261,198

    業務費用 3,474,199

      人件費 1,213,766

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：中城村

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 19,940,835 25,331,747 -5,390,913

  純行政コスト（△） -7,825,318 -7,825,318

  財源 7,640,942 7,640,942

    税収等 4,507,515 4,507,515

    国県等補助金 3,133,426 3,133,426

  本年度差額 -184,377 -184,377

  固定資産等の変動（内部変動） -133,726 133,726

    有形固定資産等の増加 1,079,448 -1,079,448

    有形固定資産等の減少 -1,003,508 1,003,508

    貸付金・基金等の増加 408,965 -408,965

    貸付金・基金等の減少 -618,631 618,631

  資産評価差額 402 402

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -183,975 -133,325 -50,651

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

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：中城村

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 43,930

本年度歳計外現金増減額 3,070

本年度末歳計外現金残高 47,001

本年度末現金預金残高 254,744

    その他の収入 999

財務活動収支 54,320

本年度資金収支額 -34,910

前年度末資金残高 242,654

本年度末資金残高 207,744

  財務活動支出 504,539

    地方債償還支出 501,181

    その他の支出 3,358

  財務活動収入 558,859

    地方債発行収入 557,860

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 4,384

    その他の収入 -

投資活動収支 -269,836

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,094,294

    国県等補助金収入 604,052

    基金取崩収入 485,858

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,364,130

    公共施設等整備費支出 1,079,448

    基金積立金支出 284,682

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 37,616

    災害復旧事業費支出 37,616

    その他の支出 -

  臨時収入 28,696

業務活動収支 180,606

  業務収入 7,436,345

    税収等収入 4,505,719

    国県等補助金収入 2,500,678

    使用料及び手数料収入 166,008

    その他の収入 263,940

    移転費用支出 4,786,999

      補助金等支出 2,988,503

      社会保障給付支出 1,293,548

      他会計への繰出支出 504,298

      その他の支出 650

    業務費用支出 2,459,820

      人件費支出 1,214,451

      物件費等支出 1,146,185

      支払利息支出 42,347

      その他の支出 56,837

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,246,819


