
【様式第1号】

自治体名：渡嘉敷村

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 11,398,621   固定負債 1,482,716

    有形固定資産 10,948,069     地方債 1,427,136

      事業用資産 4,122,331     長期未払金 -

        土地 164,363     退職手当引当金 55,580

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 6,045,109     その他 -

        建物減価償却累計額 -2,591,961   流動負債 171,441

        工作物 844,904     １年内償還予定地方債 140,154

        工作物減価償却累計額 -497,995     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 19,946

        航空機 -     預り金 11,341

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,654,157

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 157,911   固定資産等形成分 11,881,570

      インフラ資産 6,788,233   余剰分（不足分） -1,532,962

        土地 504,305

        建物 124,643

        建物減価償却累計額 -69,439

        工作物 11,709,397

        工作物減価償却累計額 -6,240,332

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 759,659

      物品 187,862

      物品減価償却累計額 -150,357

    無形固定資産 17,989

      ソフトウェア 17,989

      その他 -

    投資その他の資産 432,563

      投資及び出資金 38,701

        有価証券 8,614

        出資金 30,087

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 502

      長期貸付金 -

      基金 393,386

        減債基金 220,234

        その他 173,152

      その他 -

      徴収不能引当金 -26

  流動資産 604,144

    現金預金 121,192

    未収金 3

    短期貸付金 -

    基金 482,949

      財政調整基金 482,949

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 10,348,608

資産合計 12,002,765 負債及び純資産合計 12,002,765

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：渡嘉敷村

会計：一般会計等 （単位：千円）

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 1,499,439

    業務費用 1,187,001

      人件費 294,644

        職員給与費 248,105

        賞与等引当金繰入額 19,946

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 26,593

      物件費等 879,975

        物件費 377,163

        維持補修費 40,199

        減価償却費 462,612

        その他 -

      その他の業務費用 12,383

        支払利息 9,994

        徴収不能引当金繰入額 26

        その他 2,363

    移転費用 312,438

      補助金等 178,834

      社会保障給付 35,790

      他会計への繰出金 97,527

      その他 286

  経常収益 107,449

    使用料及び手数料 41,260

    その他 66,189

純経常行政コスト 1,391,990

  臨時損失 39,214

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 39,214

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 1,425,299

    その他 -

  臨時利益 5,905

    資産売却益 5,905



【様式第3号】

自治体名：渡嘉敷村

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 10,415,555 11,865,661 -1,450,107

  純行政コスト（△） -1,425,299 -1,425,299

  財源 1,215,025 1,215,025

    税収等 931,292 931,292

    国県等補助金 283,732 283,732

  本年度差額 -210,275 -210,275

  固定資産等の変動（内部変動） -127,419 127,419

    有形固定資産等の増加 344,623 -344,623

    有形固定資産等の減少 -501,826 501,826

    貸付金・基金等の増加 75,299 -75,299

    貸付金・基金等の減少 -45,515 45,515

  資産評価差額 -2,072 -2,072

  無償所管換等 145,940 145,940

  その他 -540 -540 -

  本年度純資産変動額 -66,947 15,909 -82,856

本年度末純資産残高 10,348,608 11,881,570 -1,532,962

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：渡嘉敷村

会計：一般会計等 （単位：千円）

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,045,162

    業務費用支出 732,724

      人件費支出 303,035

      物件費等支出 417,362

      支払利息支出 9,994

      その他の支出 2,333

    移転費用支出 312,438

      補助金等支出 178,834

      社会保障給付支出 35,790

      他会計への繰出支出 97,527

      その他の支出 286

  業務収入 1,191,632

    税収等収入 932,495

    国県等補助金収入 175,879

    使用料及び手数料収入 41,260

    その他の収入 41,998

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 146,470

【投資活動収支】

  投資活動支出 418,460

    公共施設等整備費支出 344,623

    基金積立金支出 73,836

    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 157,114

    国県等補助金収入 107,853

    基金取崩収入 43,355

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 5,906

    その他の収入 -

投資活動収支 -261,346

【財務活動収支】

  財務活動支出 123,090

    地方債償還支出 123,090

    その他の支出 -

  財務活動収入 163,345

    地方債発行収入 162,899

前年度末歳計外現金残高 12,302

本年度歳計外現金増減額 -1,407

本年度末歳計外現金残高 10,895

本年度末現金預金残高 121,192

    その他の収入 446

財務活動収支 40,256

本年度資金収支額 -74,620

前年度末資金残高 184,917

本年度末資金残高 110,297


