
【様式第1号】

自治体名：与那国町

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 24,110,041   固定負債 2,150,044

    有形固定資産 22,810,033     地方債 2,150,044

      事業用資産 10,893,183     長期未払金 -

        土地 1,603,264     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,286,490     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,765,849   流動負債 325,289

        工作物 2,720,065     １年内償還予定地方債 281,921

        工作物減価償却累計額 -1,381,959     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 31,941

        航空機 -     預り金 11,427

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,475,334

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 431,172   固定資産等形成分 25,545,621

      インフラ資産 11,091,219   余剰分（不足分） -1,887,209

        土地 177,326

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 27,660,324

        工作物減価償却累計額 -17,292,906

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 546,476

      物品 1,569,908

      物品減価償却累計額 -744,277

    無形固定資産 36,037

      ソフトウェア 36,037

      その他 -

    投資その他の資産 1,263,970

      投資及び出資金 108,719

        有価証券 20,351

        出資金 88,368

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 157,810

      長期貸付金 1,240

      基金 996,715

        減債基金 17,242

        その他 979,473

      その他 -

      徴収不能引当金 -515

  流動資産 2,023,705

    現金預金 584,779

    未収金 3,512

    短期貸付金 -

    基金 1,435,580

      財政調整基金 1,435,580

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -166 純資産合計 23,658,412

資産合計 26,133,746 負債及び純資産合計 26,133,746

貸借対照表
（令和4年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：与那国町

会計：一般会計等 （単位：千円）

行政コスト計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

  経常費用 3,455,766

    業務費用 2,593,082

      人件費 651,590

        職員給与費 482,022

        賞与等引当金繰入額 31,941

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 137,627

      物件費等 1,913,559

        物件費 690,264

        維持補修費 37,802

        減価償却費 1,185,493

        その他 -

      その他の業務費用 27,933

        支払利息 9,318

        徴収不能引当金繰入額 681

        その他 17,935

    移転費用 862,683

      補助金等 524,938

      社会保障給付 91,128

      他会計への繰出金 245,889

      その他 728

  経常収益 62,707

    使用料及び手数料 28,110

    その他 34,596

純経常行政コスト 3,393,059

  臨時損失 2,925

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,925

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 3,394,386

    その他 -

  臨時利益 1,598

    資産売却益 1,598



【様式第3号】

自治体名：与那国町

会計：一般会計等 （単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 23,054,231 25,297,920 -2,243,690

  純行政コスト（△） -3,394,386 -3,394,386

  財源 3,993,024 3,993,024

    税収等 2,112,192 2,112,192

    国県等補助金 1,880,832 1,880,832

  本年度差額 598,638 598,638

  固定資産等の変動（内部変動） 242,158 -242,158

    有形固定資産等の増加 1,437,617 -1,437,617

    有形固定資産等の減少 -1,189,910 1,189,910

    貸付金・基金等の増加 410,224 -410,224

    貸付金・基金等の減少 -415,773 415,773

  資産評価差額 -412 -412

  無償所管換等 5,955 5,955

  その他 0 - 0

  本年度純資産変動額 604,181 247,701 356,480

本年度末純資産残高 23,658,412 25,545,621 -1,887,209

純資産変動計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：与那国町

会計：一般会計等 （単位：千円）

資金収支計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,274,080

    業務費用支出 1,411,397

      人件費支出 656,092

      物件費等支出 728,066

      支払利息支出 9,318

      その他の支出 17,921

    移転費用支出 862,683

      補助金等支出 524,938

      社会保障給付支出 91,128

      他会計への繰出支出 245,889

      その他の支出 728

  業務収入 3,022,569

    税収等収入 2,111,683

    国県等補助金収入 845,855

    使用料及び手数料収入 27,856

    その他の収入 37,174

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 748,488

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,686,775

    公共施設等整備費支出 1,437,617

    基金積立金支出 249,159

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,289,815

    国県等補助金収入 1,034,977

    基金取崩収入 251,098

    貸付金元金回収収入 650

    資産売却収入 3,090

    その他の収入 -

投資活動収支 -396,960

【財務活動収支】

  財務活動支出 298,175

    地方債償還支出 298,175

    その他の支出 -

  財務活動収入 164,641

    地方債発行収入 164,641

前年度末歳計外現金残高 12,782

本年度歳計外現金増減額 -1,355

本年度末歳計外現金残高 11,427

本年度末現金預金残高 584,779

    その他の収入 -

財務活動収支 -133,534

本年度資金収支額 217,994

前年度末資金残高 355,358

本年度末資金残高 573,352



【様式第1号】

自治体名：与那国町

会計：一般会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 24,110,041   固定負債 2,150,044

    有形固定資産 22,810,033     地方債 2,150,044

      事業用資産 10,893,183     長期未払金 -

        土地 1,603,264     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,286,490     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,765,849   流動負債 325,289

        工作物 2,720,065     １年内償還予定地方債 281,921

        工作物減価償却累計額 -1,381,959     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 31,941

        航空機 -     預り金 11,427

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,475,334

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 431,172   固定資産等形成分 25,545,621

      インフラ資産 11,091,219   余剰分（不足分） -1,887,209

        土地 177,326

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 27,660,324

        工作物減価償却累計額 -17,292,906

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 546,476

      物品 1,569,908

      物品減価償却累計額 -744,277

    無形固定資産 36,037

      ソフトウェア 36,037

      その他 -

    投資その他の資産 1,263,970

      投資及び出資金 108,719

        有価証券 20,351

        出資金 88,368

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 157,810

      長期貸付金 1,240

      基金 996,715

        減債基金 17,242

        その他 979,473

      その他 -

      徴収不能引当金 -515

  流動資産 2,023,705

    現金預金 584,779

    未収金 3,512

    短期貸付金 -

    基金 1,435,580

      財政調整基金 1,435,580

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -166 純資産合計 23,658,412

資産合計 26,133,746 負債及び純資産合計 26,133,746

貸借対照表
（令和4年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：与那国町

会計：一般会計 （単位：千円）

純行政コスト 3,394,386

    その他 -

  臨時利益 1,598

    資産売却益 1,598

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時損失 2,925

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,925

    使用料及び手数料 28,110

    その他 34,596

純経常行政コスト 3,393,059

      他会計への繰出金 245,889

      その他 728

  経常収益 62,707

    移転費用 862,683

      補助金等 524,938

      社会保障給付 91,128

        支払利息 9,318

        徴収不能引当金繰入額 681

        その他 17,935

        減価償却費 1,185,493

        その他 -

      その他の業務費用 27,933

      物件費等 1,913,559

        物件費 690,264

        維持補修費 37,802

        賞与等引当金繰入額 31,941

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 137,627

    業務費用 2,593,082

      人件費 651,590

        職員給与費 482,022

行政コスト計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

  経常費用 3,455,766



【様式第3号】

自治体名：与那国町

会計：一般会計 （単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 23,054,231 25,297,920 -2,243,690

  純行政コスト（△） -3,394,386 -3,394,386

  財源 3,993,024 3,993,024

    税収等 2,112,192 2,112,192

    国県等補助金 1,880,832 1,880,832

  本年度差額 598,638 598,638

  固定資産等の変動（内部変動） 242,158 -242,158

    有形固定資産等の増加 1,437,617 -1,437,617

    有形固定資産等の減少 -1,189,910 1,189,910

    貸付金・基金等の増加 410,224 -410,224

    貸付金・基金等の減少 -415,773 415,773

  資産評価差額 -412 -412

  無償所管換等 5,955 5,955

  その他 0 - 0

  本年度純資産変動額 604,181 247,701 356,480

本年度末純資産残高 23,658,412 25,545,621 -1,887,209

純資産変動計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：与那国町

会計：一般会計 （単位：千円）

本年度資金収支額 217,994

前年度末資金残高 355,358

本年度末資金残高 573,352

本年度歳計外現金増減額 -1,355

本年度末歳計外現金残高 11,427

本年度末現金預金残高 584,779

  財務活動収入 164,641

    地方債発行収入 164,641

前年度末歳計外現金残高 12,782

    その他の収入 -

財務活動収支 -133,534

  財務活動支出 298,175

    地方債償還支出 298,175

    その他の支出 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -396,960

【財務活動収支】

    基金取崩収入 251,098

    貸付金元金回収収入 650

    資産売却収入 3,090

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,289,815

    国県等補助金収入 1,034,977

    基金積立金支出 249,159

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,686,775

    公共施設等整備費支出 1,437,617

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 748,488

    その他の収入 37,174

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    税収等収入 2,111,683

    国県等補助金収入 845,855

    使用料及び手数料収入 27,856

      他会計への繰出支出 245,889

      その他の支出 728

  業務収入 3,022,569

    移転費用支出 862,683

      補助金等支出 524,938

      社会保障給付支出 91,128

      物件費等支出 728,066

      支払利息支出 9,318

      その他の支出 17,921

  業務支出 2,274,080

    業務費用支出 1,411,397

      人件費支出 656,092

資金収支計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】


