
【様式第1号】

自治体名：中城村

会計：連結会計 （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 34,099,965   固定負債 8,903,786

    有形固定資産 30,569,847     地方債等 7,166,256

      事業用資産 9,647,611     長期未払金 1,922

        土地 2,024,462     退職手当引当金 722,819

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,978,719     その他 1,012,788

        建物減価償却累計額 -9,091,216   流動負債 808,840

        工作物 653,204     １年内償還予定地方債等 623,562

        工作物減価償却累計額 -185,859     未払金 28,775

        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 92,276

        航空機 -     預り金 60,514

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,712

        その他 - 負債合計 9,712,626

        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 34,729,810

      インフラ資産 20,490,209   余剰分（不足分） -8,511,645

        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 -93,266

        工作物 36,377,781

        工作物減価償却累計額 -17,730,114

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 101,662

      物品 1,292,758

      物品減価償却累計額 -860,731

    無形固定資産 731,263

      ソフトウェア 21,654

      その他 709,609

    投資その他の資産 2,798,855

      投資及び出資金 152,588

        有価証券 22,035

        出資金 63,557

        その他 66,996

      長期延滞債権 149,078

      長期貸付金 190

      基金 2,508,999

        減債基金 181,827

        その他 2,327,172

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,001

  流動資産 1,830,826

    現金預金 1,099,322

    未収金 108,350

    短期貸付金 -

    基金 629,845

      財政調整基金 629,845

      減債基金 -

    棚卸資産 318

    その他 301

    徴収不能引当金 -7,310

  繰延資産 - 純資産合計 26,218,165

資産合計 35,930,791 負債及び純資産合計 35,930,791

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：中城村

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 4,384

    その他 -

純行政コスト 12,689,885

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 4,384

  臨時損失 37,616

    災害復旧事業費 37,616

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 671,942

    その他 452,659

純経常行政コスト 12,656,653

      社会保障給付 1,293,548

      その他 20,863

  経常収益 1,124,601

        その他 130,780

    移転費用 8,617,835

      補助金等 7,303,423

      その他の業務費用 227,472

        支払利息 77,419

        徴収不能引当金繰入額 19,272

        維持補修費 224,933

        減価償却費 1,288,099

        その他 -

        その他 375,821

      物件費等 3,219,608

        物件費 1,706,575

        職員給与費 1,162,434

        賞与等引当金繰入額 91,680

        退職手当引当金繰入額 86,405

  経常費用 13,781,254

    業務費用 5,163,419

      人件費 1,716,340

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 26,341,409 34,677,349 -8,335,940 -

  純行政コスト（△） -12,689,885 -12,689,885 -

  財源 12,587,019 12,587,019 -

    税収等 6,428,737 6,428,737 -

    国県等補助金 6,158,282 6,158,282 -

  本年度差額 -102,866 -102,866 -

  固定資産等の変動（内部変動） 125,621 -125,621

    有形固定資産等の増加 1,405,257 -1,405,257

    有形固定資産等の減少 -1,293,154 1,293,154

    貸付金・基金等の増加 847,079 -847,079

    貸付金・基金等の減少 -833,562 833,562

  資産評価差額 402 402

  無償所管換等 -25,329 -25,329

  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 -948 -48,233 47,285 -

  その他 5,497 - 5,497

  本年度純資産変動額 -123,244 52,461 -175,705 -

本年度末純資産残高 26,218,165 34,729,810 -8,511,645 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 44,604

本年度歳計外現金増減額 4,270

本年度末歳計外現金残高 48,874

本年度末現金預金残高 1,099,322

財務活動収支 -31,792

本年度資金収支額 -229,103

前年度末資金残高 1,279,715

比例連結割合変更に伴う差額 -164

本年度末資金残高 1,050,448

    地方債等償還支出 636,411

    その他の支出 8,401

  財務活動収入 613,021

    地方債等発行収入 606,364

    その他の収入 6,656

    資産売却収入 4,384

    その他の収入 -

投資活動収支 -725,687

【財務活動収支】

  財務活動支出 644,812

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,321,102

    国県等補助金収入 700,435

    基金取崩収入 616,283

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 2,046,789

    公共施設等整備費支出 1,405,040

    基金積立金支出 641,750

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 528,376

【投資活動収支】

    税収等収入 6,370,067

    国県等補助金収入 5,471,424

    使用料及び手数料収入 669,936

    その他の収入 407,400

  臨時支出 37,616

    移転費用支出 8,617,835

      補助金等支出 7,303,423

      社会保障給付支出 1,293,548

      その他の支出 20,863

  業務収入 12,918,827

    業務費用支出 3,763,697

      人件費支出 1,631,226

      物件費等支出 1,924,673

      支払利息支出 77,419

      その他の支出 130,379

連結資金収支計算書
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 12,381,531


