
報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

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 15,278,384

　　資金 1,418,213

　　金融資産（資金を除く） 13,860,171

　　　債権 624,216

　　　　税等未収金 248,060

　　　　未収金 355,265

　　　　貸付金 41,034

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -20,142

　　　有価証券 103,992

　　　投資等 13,131,963

　　　　出資金 183,861

　　　　基金・積立金 12,644,795

　　　　　財政調整基金 7,204,725

　　　　　減債基金 926,960

　　　　　その他の基金・積立金 4,513,110

　　　　その他の投資 303,307

　２．非金融資産 138,967,538

　　事業用資産 67,312,958

　　　有形固定資産 65,549,362

　　　　土地 11,963,565

　　　　立木竹

　　　　建物 49,433,696

　　　　工作物 2,754,834

　　　　機械器具 81,044

　　　　物品 631,857

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産

　　　　建設仮勘定 684,367

　　　無形固定資産 1,763,596

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 695,316

　　　　電話加入権 1

　　　　その他の無形固定資産 1,068,279

　　　棚卸資産

　　インフラ資産 71,654,581

　　　公共用財産用地 20,010,632

　　　公共用財産施設 49,802,291

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 1,841,657

　　繰延資産

資産合計 154,245,923
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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27年度

2015/04～2016/03

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 3,658,611

　　未払金及び未払費用 105,394

　　前受金及び前受収益

　　引当金 300,463

　　　賞与引当金 300,463

　　預り金（保管金等）

　　公債（短期） 3,252,754

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 36,145,638

　　公債 32,787,171

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 3,358,467

　　　退職給付引当金 3,335,254

　　　損失補償等引当金 23,213

　　　その他の引当金

　　その他の非流動負債

負債合計 39,804,249

【純資産の部】

　財源 -1,163,062

　資産形成充当財源（調達源泉別） 32,048,921

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 31,937,593

　　評価・換算差額等 111,328

　その他の純資産 83,555,815

　　開始時未分析残高 84,156,748

　　その他純資産 -600,933

純資産合計 114,441,674

負債・純資産合計 154,245,923
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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27年度

2015/04～2016/03

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 16,653,241

　　①人件費 7,064,155

　　　議員歳費 130,488

　　　職員給料 3,686,505

　　　賞与引当金繰入 300,463

　　　退職給付費用 954,560

　　　その他の人件費 1,992,139

　　②物件費 5,520,165

　　　消耗品費 487,589

　　　維持補修費 1,575,363

　　　減価償却費 2,686,683

　　　その他の物件費 770,530

　　③経費 3,545,036

　　　業務費 110,722

　　　委託費 2,814,829

　　　貸倒引当金繰入 20,142

　　　その他の経費 599,343

　　④業務関連費用 523,885

　　　公債費（利払分） 430,589

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損 617

　　　その他の業務関連費用 92,679

　２．移転支出 13,246,391

　　①他会計への移転支出 2,828,954

　　②補助金等移転支出 2,701,838

　　③社会保障関係費等移転支出 6,977,621

　　④その他の移転支出 737,979

　経常費用合計（総行政コスト） 29,899,632

【経常収益】

　経常業務収益 1,455,542

　　①業務収益 1,087,235

　　　自己収入 1,087,235

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 368,308

　　　受取利息等 10,263

　　　資産売却益 22,676

　　　その他の業務関連収益 335,368

　経常収益合計 1,455,542

純経常費用（純行政コスト） 28,444,090
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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27年度

2015/04～2016/03

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 41,152,881

　　①純経常費用への財源措置 28,444,090

　　②固定資産形成への財源措置 8,129,514

　　　事業用資産形成への財源措置 6,465,422

　　　インフラ資産形成への財源措置 1,664,092

　　③長期金融資産形成への財源措置 1,909,016

　　④その他の財源の使途 2,670,261

　　　直接資本減耗 2,670,261

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 39,025,726

　　①税収 6,154,741

　　②社会保険料

　　③移転収入 27,226,594

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 27,145,983

　　　　国庫支出金 19,769,142

　　　　都道府県等支出金 7,376,841

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 80,611

　　④その他の財源の調達 5,644,390

　　　固定資産売却収入（元本分） 938

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 281,719

　　　その他財源調達 5,361,734

　当期財源変動額 -2,127,156

　期首財源残高 964,094

　期末財源残高 -1,163,062

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 6,880,084

　　①固定資産の減少 1,540,008

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 944,417

　　　除売却相当額 595,591

　　②固定資産の増加 8,420,093

　　　固定資産形成 8,129,514

　　　無償所管換等 290,578

　２．長期金融資産の変動 1,627,297

　　①長期金融資産の減少 281,719

　　②長期金融資産の増加 1,909,016

　３．評価・換算差額等の変動 4,071

　　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 4,071

　　　再評価益 4,071

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 8,511,452

　期首資産形成充当財源残高 23,537,469

　期末資産形成充当財源残高 32,048,921

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -4,412,527

　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 -4,412,527

　期首その他の純資産残高 87,968,342

　期末その他の純資産残高 83,555,815

当期純資産変動額 1,971,769

期首純資産残高 112,469,904

期末純資産残高 114,441,674
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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27年度

2015/04～2016/03

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 26,656,904

　　　①経常業務費用支出 13,410,513

　　　　人件費支出 6,962,762

　　　　物件費支出 2,833,482

　　　　経費支出 3,524,894

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 89,374

　　　②移転支出 13,246,391

　　　　他会計への移転支出 2,828,954

　　　　補助金等移転支出 2,701,838

　　　　社会保障関係費等移転支出 6,977,621

　　　　その他の移転支出 737,979

　　２．経常的収入 34,795,625

　　　①租税収入 6,182,804

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 1,386,226

　　　　経常収益収入 1,055,670

　　　　業務関連収益収入 330,556

　　　④移転収入 27,226,594

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 27,145,983

　　　　その他の移転収入 80,611

　経常的収支 8,138,720

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 10,038,530

　　　①固定資産形成支出 8,129,514

　　　②長期金融資産形成支出 1,909,016

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 305,332

　　　①固定資産売却収入 23,614

　　　②長期金融資産償還収入 281,719

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -9,733,198

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 3,581,745

　　　①支払利息支出 430,589

　　　　公債費（利払分）支出 430,589

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 3,151,156

　　　　公債費（元本分）支出 3,151,156

　　　　　公債（短期）元本償還支出 3,151,156

　　　　　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 4,795,109

　　　①公債発行収入 4,795,109

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 4,795,109

　　　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 1,213,364

当期資金収支額 -381,114

期首資金残高 1,799,327

期末資金残高 1,418,213
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