
報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成23年度

2011/04～2012/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【資産の部】

　１．金融資産 11,344,110

　　資金 2,294,628

　　金融資産（資金を除く） 9,049,483

　　　債権 1,423,297

　　　　税等未収金 1,076,359

　　　　未収金 322,893

　　　　貸付金 76,261

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -52,216

　　　有価証券 333,922

　　　投資等 7,292,264

　　　　出資金 262,106

　　　　基金・積立金 6,638,785

　　　　　財政調整基金 3,686,915

　　　　　減債基金 121,067

　　　　　その他の基金・積立金 2,830,803

　　　　その他の投資 391,373

　２．非金融資産 138,334,304

　　事業用資産 65,836,416

　　　有形固定資産 64,246,529

　　　　土地 11,056,771

　　　　立木竹

　　　　建物 49,672,762

　　　　工作物 2,593,404

　　　　機械器具 112,805

　　　　物品 477,715

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産

　　　　建設仮勘定 333,072

　　　無形固定資産 1,589,887

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 519,593

　　　　電話加入権 1

　　　　その他の無形固定資産 1,070,294

　　　棚卸資産

　　インフラ資産 72,497,888

　　　公共用財産用地 19,313,550

　　　公共用財産施設 51,815,997

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 1,368,341

　　繰延資産

資産合計 149,678,415
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報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成23年度

2011/04～2012/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【負債の部】

　１．流動負債 3,556,756

　　未払金及び未払費用 196,901

　　前受金及び前受収益

　　引当金 335,012

　　　賞与引当金 335,012

　　預り金（保管金等）

　　公債（短期） 3,024,843

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 37,684,187

　　公債 31,861,983

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 5,512,658

　　　退職給付引当金 5,509,358

　　　損失補償等引当金 3,300

　　　その他の引当金

　　その他の非流動負債 309,546

負債合計 41,240,943

【純資産の部】

　財源 -983,277

　資産形成充当財源（調達源泉別） 6,959,086

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 6,959,086

　　評価・換算差額等

　その他の純資産 102,461,662

　　開始時未分析残高 102,461,662

　　その他純資産

純資産合計 108,437,471

負債・純資産合計 149,678,415
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報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成23年度

2011/04～2012/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

行政コスト計算書（PL）

普通会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 15,657,193

　　①人件費 7,135,983

　　　議員歳費 130,488

　　　職員給料 5,185,056

　　　賞与引当金繰入 335,012

　　　退職給付費用 -584,027

　　　その他の人件費 2,069,454

　　②物件費 5,031,167

　　　消耗品費 581,620

　　　維持補修費 1,361,432

　　　減価償却費 2,374,325

　　　その他の物件費 713,789

　　③経費 2,737,005

　　　業務費 115,331

　　　委託費 2,057,896

　　　貸倒引当金繰入 52,216

　　　その他の経費 511,562

　　④業務関連費用 753,038

　　　公債費（利払分） 617,170

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 135,868

　２．移転支出 10,851,899

　　①他会計への移転支出 2,154,990

　　②補助金等移転支出 2,587,671

　　③社会保障関係費等移転支出 5,411,809

　　④その他の移転支出 697,430

　経常費用合計（総行政コスト） 26,509,093

【経常収益】

　経常業務収益 1,310,918

　　①業務収益 948,853

　　　自己収入 948,853

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 362,065

　　　受取利息等 6,247

　　　資産売却益 23,922

　　　その他の業務関連収益 331,897

　経常収益合計 1,310,918

純経常費用（純行政コスト） 25,198,174
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報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成23年度

2011/04～2012/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

純資産変動計算書（NW）

普通会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 35,162,476

　　①純経常費用への財源措置 25,198,174

　　②固定資産形成への財源措置 4,716,322

　　　事業用資産形成への財源措置 2,427,930

　　　インフラ資産形成への財源措置 2,288,392

　　③長期金融資産形成への財源措置 2,843,436

　　④その他の財源の使途 2,404,543

　　　直接資本減耗 2,404,543

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 34,179,199

　　①税収 5,569,472

　　②社会保険料

　　③移転収入 23,743,307

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 23,700,598

　　　　国庫支出金 19,317,404

　　　　都道府県等支出金 4,383,194

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 42,710

　　④その他の財源の調達 4,866,420

　　　固定資産売却収入（元本分） 18,541

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 19,101

　　　その他財源調達 4,828,777

　当期財源変動額 -983,277

　期首財源残高

　期末財源残高 -983,277

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 4,134,751

　　①固定資産の減少 581,571

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額

　　　除売却相当額 581,571

　　②固定資産の増加 4,716,322

　　　固定資産形成 4,716,322

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 2,824,335

　　①長期金融資産の減少 19,101

　　②長期金融資産の増加 2,843,436

　３．評価・換算差額等の変動

　　①評価・換算差額等の減少

　　　再評価損

　　　その他評価額等減少

　　②評価・換算差額等の増加

　　　再評価益

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 6,959,086

　期首資産形成充当財源残高

　期末資産形成充当財源残高 6,959,086

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -4,778,868

　２．その他純資産の変動

　　その他純資産の減少

　　その他純資産の増加

　当期その他の純資産変動額 -4,778,868

　期首その他の純資産残高 107,240,531

　期末その他の純資産残高 102,461,662

当期純資産変動額 1,196,941

期首純資産残高 107,240,531

期末純資産残高 108,437,471
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報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成23年度

2011/04～2012/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

資金収支計算書（CF）

普通会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 24,034,680

　　　①経常業務費用支出 13,182,781

　　　　人件費支出 7,743,814

　　　　物件費支出 2,656,841

　　　　経費支出 2,684,789

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 97,337

　　　②移転支出 10,851,899

　　　　他会計への移転支出 2,154,990

　　　　補助金等移転支出 2,587,671

　　　　社会保障関係費等移転支出 5,411,809

　　　　その他の移転支出 697,430

　　２．経常的収入 31,422,639

　　　①租税収入 5,576,329

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 1,237,811

　　　　経常収益収入 960,068

　　　　業務関連収益収入 277,743

　　　④移転収入 24,608,499

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 24,567,931

　　　　その他の移転収入 40,568

　経常的収支 7,387,959

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 7,559,758

　　　①固定資産形成支出 4,716,322

　　　②長期金融資産形成支出 2,843,436

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 61,564

　　　①固定資産売却収入 42,463

　　　②長期金融資産償還収入 19,101

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -7,498,194

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 4,336,689

　　　①支払利息支出 617,170

　　　　公債費（利払分）支出 617,170

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 3,719,518

　　　　公債費（元本分）支出 3,719,518

　　　　　公債（短期）元本償還支出 3,719,518

　　　　　公債元本償還支出

　　　　借入金元本償還支出

　　　　　短期借入金元本償還支出

　　　　　借入金元本償還支出

　　　　その他の元本償還支出

　　２．財務的収入 3,625,103

　　　①公債発行収入 3,625,103

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 3,625,103

　　　②借入金収入

　　　　短期借入金収入

　　　　借入金収入

　　　③その他の財務的収入

　財務的収支 -711,586

当期資金収支額 -821,821

期首資金残高 3,116,449

期末資金残高 2,294,628
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