
報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

単体会計

【資産の部】

　１．金融資産 14,904,369

　　資金 2,830,157

　　金融資産（資金を除く） 12,074,212

　　　債権 1,550,664

　　　　税等未収金 889,070

　　　　未収金 658,732

　　　　貸付金 56,521

　　　　その他の債権 39,860

　　　　(控除)貸倒引当金 -93,519

　　　有価証券 333,922

　　　投資等 10,189,626

　　　　出資金 114,356

　　　　基金・積立金 9,685,856

　　　　　財政調整基金 5,558,372

　　　　　減債基金 221,067

　　　　　その他の基金・積立金 3,906,417

　　　　その他の投資 389,414

　２．非金融資産 169,961,416

　　事業用資産 64,220,494

　　　有形固定資産 62,069,440

　　　　土地 11,443,088

　　　　立木竹

　　　　建物 47,503,430

　　　　工作物 2,319,279

　　　　機械器具 100,295

　　　　物品 470,682

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産

　　　　建設仮勘定 232,666

　　　無形固定資産 2,147,236

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 1,076,767

　　　　電話加入権 175

　　　　その他の無形固定資産 1,070,294

　　　棚卸資産 3,818

　　インフラ資産 105,740,922

　　　公共用財産用地 20,406,868

　　　公共用財産施設 79,633,461

　　　その他の公共用財産 2,923,236

　　　公共用財産建設仮勘定 2,777,358

　　繰延資産

資産合計 184,865,785
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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25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

単体会計

【負債の部】

　１．流動負債 4,232,176

　　未払金及び未払費用 392,679

　　前受金及び前受収益

　　引当金 333,453

　　　賞与引当金 333,453

　　預り金（保管金等）

　　公債（短期） 3,458,844

　　短期借入金 47,200

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 45,746,858

　　公債 40,621,458

　　借入金 173,621

　　責任準備金

　　引当金 4,688,194

　　　退職給付引当金 4,459,536

　　　損失補償等引当金 32,478

　　　その他の引当金 196,180

　　その他の非流動負債 263,585

負債合計 49,979,034

【純資産の部】

　財源 13,415,021

　資産形成充当財源（調達源泉別） 18,476,477

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 18,476,477

　　評価・換算差額等

　その他の純資産 102,995,252

　　開始時未分析残高 103,596,185

　　その他純資産 -600,933

純資産合計 134,886,750

負債・純資産合計 184,865,785
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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25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

行政コスト計算書（PL）

単体会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 20,471,975

　　①人件費 8,596,841

　　　議員歳費 132,882

　　　職員給料 4,499,365

　　　賞与引当金繰入 333,453

　　　退職給付費用 1,381,506

　　　その他の人件費 2,249,635

　　②物件費 6,046,803

　　　消耗品費 512,894

　　　維持補修費 1,761,063

　　　減価償却費 2,670,425

　　　その他の物件費 1,102,420

　　③経費 4,718,639

　　　業務費 135,708

　　　委託費 3,860,931

　　　貸倒引当金繰入 93,519

　　　その他の経費 628,481

　　④業務関連費用 1,109,692

　　　公債費（利払分） 737,367

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 372,325

　２．移転支出 22,472,535

　　①他会計への移転支出

　　②補助金等移転支出 15,705,914

　　③社会保障関係費等移転支出 5,984,399

　　④その他の移転支出 782,222

　経常費用合計（総行政コスト） 42,944,510

【経常収益】

　経常業務収益 3,485,730

　　①業務収益 2,961,658

　　　自己収入 2,914,064

　　　その他の業務収益 47,594

　　②業務関連収益 524,072

　　　受取利息等 9,074

　　　資産売却益 35,531

　　　その他の業務関連収益 479,466

　経常収益合計 3,485,730

純経常費用（純行政コスト） 39,458,780
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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25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

純資産変動計算書（NW）

単体会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 49,783,174

　　①純経常費用への財源措置 39,458,780

　　②固定資産形成への財源措置 5,249,309

　　　事業用資産形成への財源措置 1,598,432

　　　インフラ資産形成への財源措置 3,650,877

　　③長期金融資産形成への財源措置 1,705,347

　　④その他の財源の使途 3,369,738

　　　直接資本減耗 3,277,432

　　　その他財源措置 92,305

　２．財源の調達 50,068,952

　　①税収 5,570,885

　　②社会保険料 2,130,766

　　③移転収入 36,200,696

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 32,739,819

　　　　国庫支出金 23,366,866

　　　　都道府県等支出金 9,372,952

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 3,460,877

　　④その他の財源の調達 6,166,606

　　　固定資産売却収入（元本分） 6,106

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 207,976

　　　その他財源調達 5,952,524

　当期財源変動額 285,777

　期首財源残高 13,129,244

　期末財源残高 13,415,021

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 4,306,578

　　①固定資産の減少 942,731

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 837,639

　　　除売却相当額 105,092

　　②固定資産の増加 5,249,309

　　　固定資産形成 5,249,309

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 1,497,371

　　①長期金融資産の減少 207,976

　　②長期金融資産の増加 1,705,347

　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 5,803,949

　期首資産形成充当財源残高 12,672,528

　期末資産形成充当財源残高 18,476,477

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -5,110,218

　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 -5,110,218

　期首その他の純資産残高 108,105,470

　期末その他の純資産残高 102,995,252

当期純資産変動額 979,508

期首純資産残高 133,907,242

期末純資産残高 134,886,750
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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25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

資金収支計算書（CF）

単体会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 39,343,015

　　　①経常業務費用支出 16,870,480

　　　　人件費支出 8,510,356

　　　　物件費支出 3,419,280

　　　　経費支出 4,625,120

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 315,724

　　　②移転支出 22,472,535

　　　　他会計への移転支出

　　　　補助金等移転支出 15,705,914

　　　　社会保障関係費等移転支出 5,984,399

　　　　その他の移転支出 782,222

　　２．経常的収入 47,162,834

　　　①租税収入 5,589,046

　　　②社会保険料収入 2,107,372

　　　③経常業務収益収入 3,265,720

　　　　経常収益収入 2,807,484

　　　　業務関連収益収入 458,236

　　　④移転収入 36,200,696

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 32,739,819

　　　　その他の移転収入 3,460,877

　経常的収支 7,819,819

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 6,954,606

　　　①固定資産形成支出 5,249,309

　　　②長期金融資産形成支出 1,705,297

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 234,256

　　　①固定資産売却収入 41,638

　　　②長期金融資産償還収入 192,618

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -6,720,351

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 4,614,690

　　　①支払利息支出 737,367

　　　　公債費（利払分）支出 737,367

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 3,877,323

　　　　公債費（元本分）支出 3,877,323

　　　　　公債（短期）元本償還支出 3,877,323

　　　　　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 3,543,460

　　　①公債発行収入 3,410,639

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 3,410,639

　　　②借入金収入 132,821

　　　　短期借入金収入 47,200

　　　　借入金収入 85,621

　　　③その他の財務的収入

　財務的収支 -1,071,231

当期資金収支額 28,237

期首資金残高 2,801,920

期末資金残高 2,830,157
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