
報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成24年度

2012/04～2013/03

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 11,840,606

　　資金 2,295,741

　　金融資産（資金を除く） 9,544,864

　　　債権 739,575

　　　　税等未収金 431,810

　　　　未収金 280,370

　　　　貸付金 66,125

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -38,730

　　　有価証券 333,922

　　　投資等 8,471,367

　　　　出資金 114,356

　　　　基金・積立金 7,969,118

　　　　　財政調整基金 4,423,365

　　　　　減債基金 121,067

　　　　　その他の基金・積立金 3,424,686

　　　　その他の投資 387,893

　２．非金融資産 137,774,249

　　事業用資産 65,576,774

　　　有形固定資産 63,192,661

　　　　土地 11,241,117

　　　　立木竹

　　　　建物 48,677,561

　　　　工作物 2,470,086

　　　　機械器具 143,867

　　　　物品 459,550

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産

　　　　建設仮勘定 200,479

　　　無形固定資産 2,384,112

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 1,313,818

　　　　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 72,197,476

　　　公共用財産用地 19,604,163

　　　公共用財産施設 50,841,929

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 1,751,384

　　繰延資産

資産合計 149,614,855
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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24年度

2012/04～2013/03

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 3,633,823

　　未払金及び未払費用 205,657

　　前受金及び前受収益

　　引当金 323,084

　　　賞与引当金 323,084

　　預り金（保管金等）

　　公債（短期） 3,105,083

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 36,681,172

　　公債 31,815,883

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 4,396,047

　　　退職給付引当金 4,358,903

　　　損失補償等引当金 37,144

　　　その他の引当金

　　その他の非流動負債 469,242

負債合計 40,314,995

【純資産の部】

　財源 -109,166

　資産形成充当財源（調達源泉別） 12,259,741

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 12,259,741

　　評価・換算差額等

　その他の純資産 97,149,285

　　開始時未分析残高 97,750,218

　　その他純資産 -600,933

純資産合計 109,299,860

負債・純資産合計 149,614,855
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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24年度

2012/04～2013/03

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 16,265,697

　　①人件費 6,585,755

　　　議員歳費 130,394

　　　職員給料 3,996,008

　　　賞与引当金繰入 323,084

　　　退職給付費用 158,081

　　　その他の人件費 1,978,188

　　②物件費 5,404,359

　　　消耗品費 482,743

　　　維持補修費 1,722,528

　　　減価償却費 2,488,879

　　　その他の物件費 710,209

　　③経費 3,638,631

　　　業務費 127,706

　　　委託費 2,903,496

　　　貸倒引当金繰入 38,730

　　　その他の経費 568,699

　　④業務関連費用 636,952

　　　公債費（利払分） 573,407

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 63,545

　２．移転支出 11,746,456

　　①他会計への移転支出 2,409,685

　　②補助金等移転支出 2,499,767

　　③社会保障関係費等移転支出 5,746,003

　　④その他の移転支出 1,091,001

　経常費用合計（総行政コスト） 28,012,153

【経常収益】

　経常業務収益 1,338,485

　　①業務収益 1,011,998

　　　自己収入 1,011,998

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 326,487

　　　受取利息等 12,532

　　　資産売却益 15,366

　　　その他の業務関連収益 298,589

　経常収益合計 1,338,485

純経常費用（純行政コスト） 26,673,668
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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24年度

2012/04～2013/03

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 34,823,529

　　①純経常費用への財源措置 26,673,668

　　②固定資産形成への財源措置 4,188,418

　　　事業用資産形成への財源措置 2,060,887

　　　インフラ資産形成への財源措置 2,127,531

　　③長期金融資産形成への財源措置 1,346,921

　　④その他の財源の使途 2,614,522

　　　直接資本減耗 2,431,943

　　　その他財源措置 182,579

　２．財源の調達 35,697,639

　　①税収 5,477,890

　　②社会保険料

　　③移転収入 25,273,622

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 25,146,288

　　　　国庫支出金 19,575,968

　　　　都道府県等支出金 5,570,320

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 127,334

　　④その他の財源の調達 4,946,128

　　　固定資産売却収入（元本分） 102

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 25,204

　　　その他財源調達 4,920,822

　当期財源変動額 874,110

　期首財源残高 -983,277

　期末財源残高 -109,166

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 3,978,938

　　①固定資産の減少 209,480

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 209,378

　　　除売却相当額 102

　　②固定資産の増加 4,188,418

　　　固定資産形成 4,188,418

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 1,321,718

　　①長期金融資産の減少 25,204

　　②長期金融資産の増加 1,346,921

　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 5,300,655

　期首資産形成充当財源残高 6,959,086

　期末資産形成充当財源残高 12,259,741

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -4,711,444

　２．その他純資産の変動 -600,933

　　その他純資産の減少 600,933

　　その他純資産の増加

　当期その他の純資産変動額 -5,312,377

　期首その他の純資産残高 102,461,662

　期末その他の純資産残高 97,149,285

当期純資産変動額 862,388

期首純資産残高 108,437,471

期末純資産残高 109,299,860
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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24年度

2012/04～2013/03

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 26,070,130

　　　①経常業務費用支出 14,323,674

　　　　人件費支出 7,748,138

　　　　物件費支出 2,915,480

　　　　経費支出 3,599,901

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 60,155

　　　②移転支出 11,746,456

　　　　他会計への移転支出 2,409,685

　　　　補助金等移転支出 2,499,767

　　　　社会保障関係費等移転支出 5,746,003

　　　　その他の移転支出 1,091,001

　　２．経常的収入 32,105,163

　　　①租税収入 5,489,710

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 1,332,435

　　　　経常収益収入 1,043,970

　　　　業務関連収益収入 288,465

　　　④移転収入 25,283,018

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 25,146,288

　　　　その他の移転収入 136,730

　経常的収支 6,035,033

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 5,535,324

　　　①固定資産形成支出 4,188,418

　　　②長期金融資産形成支出 1,346,906

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 40,671

　　　①固定資産売却収入 15,468

　　　②長期金融資産償還収入 25,204

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -5,494,652

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 4,005,610

　　　①支払利息支出 573,407

　　　　公債費（利払分）支出 573,407

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 3,432,203

　　　　公債費（元本分）支出 3,432,203

　　　　　公債（短期）元本償還支出 3,432,203

　　　　　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 3,466,343

　　　①公債発行収入 3,466,343

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 3,466,343

　　　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 -539,267

当期資金収支額 1,114

期首資金残高 2,294,628

期末資金残高 2,295,741
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