
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）

単体会計

【資産の部】

　１．金融資産 15,948,203

　　資金 2,417,527

　　金融資産（資金を除く） 13,530,676

　　　債権 1,355,375

　　　　税等未収金 744,150

　　　　未収金 640,293

　　　　貸付金 48,250

　　　　その他の債権 13,046

　　　　(控除)貸倒引当金 -90,364

　　　有価証券 333,922

　　　投資等 11,841,379

　　　　出資金 114,356

　　　　基金・積立金 11,354,211

　　　　　財政調整基金 6,663,749

　　　　　減債基金 426,960

　　　　　その他の基金・積立金 4,263,502

　　　　その他の投資 372,812

　２．非金融資産 163,728,864

　　事業用資産 63,140,228

　　　有形固定資産 61,250,348

　　　　土地 11,561,621

　　　　立木竹

　　　　建物 45,929,390

　　　　工作物 2,673,539

　　　　機械器具 97,876

　　　　物品 459,345

　　　　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 1,887,163

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 812,137

　　　　電話加入権 175

　　　　その他の無形固定資産 1,074,850

　　　棚卸資産 2,717

　　インフラ資産 100,588,636

　　　公共用財産用地 20,587,629

　　　公共用財産施設 76,177,281

　　　その他の公共用財産 1,125,991

　　　公共用財産建設仮勘定 2,697,736

　　繰延資産

資産合計 179,677,067
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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）

単体会計

【負債の部】

　１．流動負債 4,619,731

　　未払金及び未払費用 411,105

　　前受金及び前受収益

　　引当金 360,979

　　　賞与引当金 360,979

　　預り金（保管金等）

　　公債（短期） 3,842,072

　　短期借入金 4,313

　　その他の流動負債 1,262

　２．非流動負債 48,951,326

　　公債 39,356,179

　　借入金 204,987

　　責任準備金

　　引当金 3,488,275

　　　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 241,180

　　その他の非流動負債 5,901,886

負債合計 53,571,058

【純資産の部】

　財源 1,050,439

　資産形成充当財源（調達源泉別） 24,556,947

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 24,449,690

　　評価・換算差額等 107,257

　その他の純資産 100,498,624

　　開始時未分析残高 98,611,142

　　その他純資産 1,887,482

純資産合計 126,106,010

負債・純資産合計 179,677,067
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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）

単体会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 17,993,196

　　①人件費 7,096,959

　　　議員歳費 130,394

　　　職員給料 4,343,454

　　　賞与引当金繰入 360,979

　　　退職給付費用

　　　その他の人件費 2,262,131

　　②物件費 5,711,410

　　　消耗品費 499,253

　　　維持補修費 1,426,547

　　　減価償却費 2,636,214

　　　その他の物件費 1,149,396

　　③経費 4,269,061

　　　業務費 129,314

　　　委託費 3,360,001

　　　貸倒引当金繰入 90,364

　　　その他の経費 689,382

　　④業務関連費用 915,766

　　　公債費（利払分） 678,988

　　　借入金支払利息 85

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 236,693

　２．移転支出 22,995,559

　　①他会計への移転支出

　　②補助金等移転支出 15,843,568

　　③社会保障関係費等移転支出 6,542,364

　　④その他の移転支出 609,628

　経常費用合計（総行政コスト） 40,988,755

【経常収益】

　経常業務収益 3,765,572

　　①業務収益 2,944,767

　　　自己収入 2,928,915

　　　その他の業務収益 15,852

　　②業務関連収益 820,805

　　　受取利息等 9,483

　　　資産売却益 68,131

　　　その他の業務関連収益 743,192

　経常収益合計 3,765,572

純経常費用（純行政コスト） 37,223,183
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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）

単体会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 48,850,558

　　①純経常費用への財源措置 37,223,183

　　②固定資産形成への財源措置 5,886,896

　　　事業用資産形成への財源措置 1,846,925

　　　インフラ資産形成への財源措置 4,039,971

　　③長期金融資産形成への財源措置 2,134,276

　　④その他の財源の使途 3,606,203

　　　直接資本減耗 3,606,203

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 50,151,760

　　①税収 5,690,760

　　②社会保険料 2,204,457

　　③移転収入 35,511,420

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 31,993,435

　　　　国庫支出金 23,360,643

　　　　都道府県等支出金 8,632,792

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 3,517,985

　　④その他の財源の調達 6,745,122

　　　固定資産売却収入（元本分） 23,890

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 474,191

　　　その他財源調達 6,247,041

　当期財源変動額 1,301,201

　期首財源残高 -250,762

　期末財源残高 1,050,439

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 4,174,021

　　①固定資産の減少 1,723,190

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 1,260,811

　　　除売却相当額 462,380

　　②固定資産の増加 5,897,211

　　　固定資産形成 5,886,896

　　　無償所管換等 10,315

　２．長期金融資産の変動 1,643,482

　　①長期金融資産の減少 490,793

　　②長期金融資産の増加 2,134,276

　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 5,924,760

　期首資産形成充当財源残高 18,632,187

　期末資産形成充当財源残高 24,556,947

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -4,985,043

　２．その他純資産の変動 -11,021,659

　　その他純資産の減少 11,361,329

　　その他純資産の増加 339,670

　当期その他の純資産変動額 -16,006,702

　期首その他の純資産残高 102,995,252

　期末その他の純資産残高 86,988,550

当期純資産変動額 -8,780,741

期首純資産残高 134,886,750

期末純資産残高 126,106,010
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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）

単体会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 38,625,593

　　　①経常業務費用支出 15,630,034

　　　　人件費支出 8,259,842

　　　　物件費支出 3,029,257

　　　　経費支出 4,133,697

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 207,238

　　　②移転支出 22,995,559

　　　　他会計への移転支出

　　　　補助金等移転支出 15,843,568

　　　　社会保障関係費等移転支出 6,542,364

　　　　その他の移転支出 609,628

　　２．経常的収入 47,240,568

　　　①租税収入 5,736,326

　　　②社会保険料収入 2,197,408

　　　③経常業務収益収入 3,393,944

　　　　経常収益収入 2,940,550

　　　　業務関連収益収入 453,394

　　　④移転収入 35,912,890

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 32,312,785

　　　　その他の移転収入 3,600,105

　経常的収支 8,614,975

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 8,021,172

　　　①固定資産形成支出 5,886,896

　　　②長期金融資産形成支出 2,134,276

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 566,212

　　　①固定資産売却収入 92,021

　　　②長期金融資産償還収入 474,191

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -7,454,960

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 4,624,185

　　　①支払利息支出 679,073

　　　　公債費（利払分）支出 678,988

　　　　借入金支払利息支出 85

　　　②元本償還支出 3,945,112

　　　　公債費（元本分）支出 3,945,112

　　　　　公債（短期）元本償還支出 3,945,112

　　　　　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 3,051,539

　　　①公債発行収入 3,051,539

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 3,051,539

　　　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 -1,572,646

当期資金収支額 -412,630

期首資金残高 2,830,157

期末資金残高 2,417,527
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