
報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成26年度

2014/04～2015/03

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 14,266,852

　　資金 1,799,327

　　金融資産（資金を除く） 12,467,525

　　　債権 636,302

　　　　税等未収金 303,321

　　　　未収金 308,624

　　　　貸付金 48,250

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -23,893

　　　有価証券 333,922

　　　投資等 11,497,302

　　　　出資金 114,356

　　　　基金・積立金 11,010,134

　　　　　財政調整基金 6,488,594

　　　　　減債基金 426,960

　　　　　その他の基金・積立金 4,094,580

　　　　その他の投資 372,812

　２．非金融資産 136,424,789

　　事業用資産 63,113,434

　　　有形固定資産 61,234,286

　　　　土地 11,561,621

　　　　立木竹

　　　　建物 45,928,516

　　　　工作物 2,673,539

　　　　機械器具 97,876

　　　　物品 444,157

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産

　　　　建設仮勘定 528,578

　　　無形固定資産 1,879,148

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 809,634

　　　　電話加入権 1

　　　　その他の無形固定資産 1,069,513

　　　棚卸資産

　　インフラ資産 73,311,355

　　　公共用財産用地 19,948,991

　　　公共用財産施設 50,819,968

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 2,542,396

　　繰延資産

資産合計 150,691,641
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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26年度

2014/04～2015/03

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 3,673,308

　　未払金及び未払費用 205,657

　　前受金及び前受収益

　　引当金 315,084

　　　賞与引当金 315,084

　　預り金（保管金等）

　　公債（短期） 3,152,568

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 34,548,429

　　公債 31,243,405

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 3,247,095

　　　退職給付引当金 3,219,240

　　　損失補償等引当金 27,855

　　　その他の引当金

　　その他の非流動負債 57,929

負債合計 38,221,737

【純資産の部】

　財源 964,094

　資産形成充当財源（調達源泉別） 23,537,469

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 23,430,211

　　評価・換算差額等 107,257

　その他の純資産 87,968,342

　　開始時未分析残高 88,569,275

　　その他純資産 -600,933

純資産合計 112,469,904

負債・純資産合計 150,691,641
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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26年度

2014/04～2015/03

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 15,649,241

　　①人件費 6,217,704

　　　議員歳費 130,394

　　　職員給料 3,769,745

　　　賞与引当金繰入 315,084

　　　退職給付費用

　　　その他の人件費 2,002,481

　　②物件費 5,192,367

　　　消耗品費 474,962

　　　維持補修費 1,291,604

　　　減価償却費 2,631,600

　　　その他の物件費 794,200

　　③経費 3,681,831

　　　業務費 121,542

　　　委託費 2,975,385

　　　貸倒引当金繰入 23,893

　　　その他の経費 561,010

　　④業務関連費用 557,340

　　　公債費（利払分） 477,006

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 80,333

　２．移転支出 12,335,599

　　①他会計への移転支出 2,510,264

　　②補助金等移転支出 2,678,152

　　③社会保障関係費等移転支出 6,537,700

　　④その他の移転支出 609,482

　経常費用合計（総行政コスト） 27,984,840

【経常収益】

　経常業務収益 1,578,947

　　①業務収益 1,077,452

　　　自己収入 1,077,452

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 501,495

　　　受取利息等 9,478

　　　資産売却益 46,071

　　　その他の業務関連収益 445,946

　経常収益合計 1,578,947

純経常費用（純行政コスト） 26,405,893
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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26年度

2014/04～2015/03

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 35,939,794

　　①純経常費用への財源措置 26,405,893

　　②固定資産形成への財源措置 4,931,050

　　　事業用資産形成への財源措置 1,841,448

　　　インフラ資産形成への財源措置 3,089,601

　　③長期金融資産形成への財源措置 1,974,036

　　④その他の財源の使途 2,628,815

　　　直接資本減耗 2,568,515

　　　その他財源措置 60,300

　２．財源の調達 37,196,247

　　①税収 5,690,760

　　②社会保険料

　　③移転収入 25,767,756

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 25,741,264

　　　　国庫支出金 18,594,761

　　　　都道府県等支出金 7,146,502

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 26,492

　　④その他の財源の調達 5,737,731

　　　固定資産売却収入（元本分） 10,139

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 462,554

　　　その他財源調達 5,265,038

　当期財源変動額 1,256,453

　期首財源残高 -292,359

　期末財源残高 964,094

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 3,807,022

　　①固定資産の減少 1,124,028

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 672,231

　　　除売却相当額 451,797

　　②固定資産の増加 4,931,050

　　　固定資産形成 4,931,050

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 1,494,881

　　①長期金融資産の減少 479,156

　　②長期金融資産の増加 1,974,036

　３．評価・換算差額等の変動 107,257

　　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 107,257

　　　再評価益 107,257

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 5,409,160

　期首資産形成充当財源残高 18,128,309

　期末資産形成充当財源残高 23,537,469

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -4,527,884

　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 -4,527,884

　期首その他の純資産残高 92,496,226

　期末その他の純資産残高 87,968,342

当期純資産変動額 2,137,729

期首純資産残高 110,332,175

期末純資産残高 112,469,904
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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26年度

2014/04～2015/03

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 26,080,335

　　　①経常業務費用支出 13,684,435

　　　　人件費支出 7,403,070

　　　　物件費支出 2,560,766

　　　　経費支出 3,657,938

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 62,661

　　　②移転支出 12,395,899

　　　　他会計への移転支出 2,510,264

　　　　補助金等移転支出 2,678,152

　　　　社会保障関係費等移転支出 6,537,700

　　　　その他の移転支出 669,782

　　２．経常的収入 33,057,438

　　　①租税収入 5,736,326

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 1,493,056

　　　　経常収益収入 1,072,722

　　　　業務関連収益収入 420,334

　　　④移転収入 25,828,056

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 25,741,264

　　　　その他の移転収入 86,792

　経常的収支 6,977,104

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 6,905,086

　　　①固定資産形成支出 4,931,050

　　　②長期金融資産形成支出 1,974,036

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 518,763

　　　①固定資産売却収入 56,210

　　　②長期金融資産償還収入 462,554

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -6,386,322

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 3,727,998

　　　①支払利息支出 477,006

　　　　公債費（利払分）支出 477,006

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 3,250,992

　　　　公債費（元本分）支出 3,250,992

　　　　　公債（短期）元本償還支出 3,250,992

　　　　　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 2,644,729

　　　①公債発行収入 2,644,729

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 2,644,729

　　　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 -1,083,269

当期資金収支額 -492,488

期首資金残高 2,291,815

期末資金残高 1,799,327
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