
【様式第1号】

自治体名：中城村

会計：全体会計 （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 32,471,688   固定負債 8,141,913

    有形固定資産 29,889,361     地方債等 7,061,029

      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 72,443

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,853,326     その他 1,008,441

        建物減価償却累計額 -6,503,729   流動負債 748,822

        工作物 497,022     １年内償還予定地方債等 589,771

        工作物減価償却累計額 -58,094     未払金 28,582

        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 73,227

        航空機 -     預り金 55,613

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,629

        その他 - 負債合計 8,890,735

        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 33,058,262

      インフラ資産 20,490,209   余剰分（不足分） -7,790,818

        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 969,329

      物品減価償却累計額 -601,271

    無形固定資産 727,822

      ソフトウェア 18,214

      その他 709,609

    投資その他の資産 1,854,505

      投資及び出資金 203,334

        有価証券 22,030

        出資金 114,308

        その他 66,996

      長期延滞債権 139,449

      長期貸付金 -

      基金 1,520,405

        減債基金 181,827

        その他 1,338,578

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,684

  流動資産 1,686,491

    現金預金 1,006,253

    未収金 96,657

    短期貸付金 -

    基金 586,574

      財政調整基金 586,574

      減債基金 -

    棚卸資産 318

    その他 301

    徴収不能引当金 -3,612

  繰延資産 - 純資産合計 25,267,444

資産合計 34,158,179 負債及び純資産合計 34,158,179

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 4,384

    その他 -

純行政コスト 9,993,690

    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 653,430

    その他 427,162

純経常行政コスト 9,960,459

      社会保障給付 1,293,548

      その他 9,668

  経常収益 1,080,592

        その他 74,946

    移転費用 6,704,393

      補助金等 5,401,176

      その他の業務費用 164,316

        支払利息 77,113

        徴収不能引当金繰入額 12,257

        維持補修費 186,057

        減価償却費 1,222,907

        その他 -

        その他 363,529

      物件費等 2,868,203

        物件費 1,459,239

        職員給与費 867,978

        賞与等引当金繰入額 72,631

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 11,041,050

    業務費用 4,336,658

      人件費 1,304,138

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：全体会計 （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 25,380,030 33,042,194 -7,662,164 -

  純行政コスト（△） -9,993,690 -9,993,690 -

  財源 9,900,518 9,900,518 -

    税収等 5,050,868 5,050,868 -

    国県等補助金 4,849,650 4,849,650 -

  本年度差額 -93,172 -93,172 -

  固定資産等の変動（内部変動） 35,481 -35,481

    有形固定資産等の増加 1,399,434 -1,399,434

    有形固定資産等の減少 -1,226,711 1,226,711

    貸付金・基金等の増加 665,806 -665,806

    貸付金・基金等の減少 -803,048 803,048

  資産評価差額 402 402

  無償所管換等 -19,815 -19,815

  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 -112,586 16,068 -128,654 -

本年度末純資産残高 25,267,444 33,058,262 -7,790,818 -

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：全体会計 （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 1,006,253

財務活動収支 -9,025

本年度資金収支額 -190,185

前年度末資金残高 1,149,437

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 959,252

    地方債等償還支出 604,148

    その他の支出 4,866

  財務活動収入 599,989

    地方債等発行収入 596,360

    その他の収入 3,629

    資産売却収入 4,384

    その他の収入 -

投資活動収支 -571,545

【財務活動収支】

  財務活動支出 609,014

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,290,677

    国県等補助金収入 700,435

    基金取崩収入 585,858

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,862,222

    公共施設等整備費支出 1,401,803

    基金積立金支出 460,419

    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 390,386

【投資活動収支】

    税収等収入 4,999,927

    国県等補助金収入 4,162,792

    使用料及び手数料収入 651,425

    その他の収入 386,340

  臨時支出 37,616

    移転費用支出 6,704,393

      補助金等支出 5,401,176

      社会保障給付支出 1,293,548

      その他の支出 9,668

  業務収入 10,200,483

    業務費用支出 3,096,785

      人件費支出 1,306,358

      物件費等支出 1,638,461

      支払利息支出 77,113

      その他の支出 74,852

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 9,801,178


