
【様式第1号】

自治体名：伊佐市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 54,244,496   固定負債 19,037,475

    有形固定資産 49,978,078     地方債等 16,010,965

      事業用資産 19,750,054     長期未払金 427,042

        土地 6,780,516     退職手当引当金 1,974,985

        立木竹 1,477,285     損失補償等引当金 -

        建物 31,195,413     その他 624,483

        建物減価償却累計額 -21,102,033   流動負債 2,504,274

        工作物 4,469,163     １年内償還予定地方債等 2,027,800

        工作物減価償却累計額 -3,123,237     未払金 224,463

        船舶 16,758     未払費用 100

        船舶減価償却累計額 -6,642     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 224,831

        航空機 -     預り金 19,364

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,716

        その他 1,913 負債合計 21,541,748

        その他減価償却累計額 -1,440 【純資産の部】

        建設仮勘定 42,360   固定資産等形成分 60,906,902

      インフラ資産 29,392,396   余剰分（不足分） -19,580,434

        土地 1,713,727   他団体出資等分 -

        建物 2,896,691

        建物減価償却累計額 -2,331,550

        工作物 75,974,693

        工作物減価償却累計額 -49,088,519

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 227,356

      物品 2,668,317

      物品減価償却累計額 -1,832,689

    無形固定資産 27,512

      ソフトウェア 27,387

      その他 125

    投資その他の資産 4,238,905

      投資及び出資金 87,739

        有価証券 51,570

        出資金 36,169

        その他 -

      長期延滞債権 330,810

      長期貸付金 559,306

      基金 3,284,841

        減債基金 -

        その他 3,284,841

      その他 -

      徴収不能引当金 -23,790

  流動資産 8,623,721

    現金預金 1,672,301

    未収金 295,723

    短期貸付金 17,838

    基金 6,644,569

      財政調整基金 5,629,607

      減債基金 1,014,962

    棚卸資産 2,473

    その他 220

    徴収不能引当金 -9,403

  繰延資産 - 純資産合計 41,326,468

資産合計 62,868,216 負債及び純資産合計 62,868,216

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：伊佐市

会計：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 27,299,744

    業務費用 9,198,347

      人件費 3,046,649

        職員給与費 2,507,805

        賞与等引当金繰入額 224,044

        退職手当引当金繰入額 17,373

        その他 297,427

      物件費等 5,612,493

        物件費 2,328,647

        維持補修費 902,958

        減価償却費 2,379,215

        その他 1,673

      その他の業務費用 539,205

        支払利息 101,712

        徴収不能引当金繰入額 32,929

        その他 404,564

    移転費用 18,101,398

      補助金等 8,505,651

      社会保障給付 9,588,526

      その他 7,221

  経常収益 881,732

    使用料及び手数料 573,248

    その他 308,483

純経常行政コスト 26,418,013

  臨時損失 43,525

    災害復旧事業費 43,045

    資産除売却損 480

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 149,058

    資産売却益 6,109

    その他 142,949

純行政コスト 26,312,479



【様式第3号】

自治体名：伊佐市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 41,870,055 62,126,846 -20,256,791 -

  純行政コスト（△） -26,312,479 -26,312,479 -

  財源 25,803,066 25,803,066 -

    税収等 15,178,739 15,178,739 -

    国県等補助金 10,624,327 10,624,327 -

  本年度差額 -509,413 -509,413 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,172,390 1,172,390

    有形固定資産等の増加 1,131,494 -1,131,494

    有形固定資産等の減少 -2,308,159 2,308,159

    貸付金・基金等の増加 334,099 -334,099

    貸付金・基金等の減少 -329,823 329,823

  資産評価差額 -1,346 -1,346

  無償所管換等 -35,999 -35,999

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 2,626 -10,750 13,376 -

  その他 545 541 4

  本年度純資産変動額 -543,587 -1,219,943 676,357 -

本年度末純資産残高 41,326,468 60,906,902 -19,580,434 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：伊佐市

会計：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 25,101,349

    業務費用支出 7,001,646

      人件費支出 3,205,755

      物件費等支出 3,452,399

      支払利息支出 101,712

      その他の支出 241,781

    移転費用支出 18,099,703

      補助金等支出 8,503,956

      社会保障給付支出 9,588,526

      その他の支出 7,221

  業務収入 26,323,134

    税収等収入 14,994,877

    国県等補助金収入 10,465,114

    使用料及び手数料収入 572,535

    その他の収入 290,608

  臨時支出 43,045

    災害復旧事業費支出 43,045

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,178,740

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,553,521

    公共施設等整備費支出 959,814

    基金積立金支出 575,307

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 18,400

    その他の支出 -

  投資活動収入 756,148

    国県等補助金収入 182,747

    基金取崩収入 550,085

    貸付金元金回収収入 9,582

    資産売却収入 12,545

    その他の収入 1,189

投資活動収支 -797,373

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,855,400

    地方債等償還支出 1,847,912

    その他の支出 7,488

  財務活動収入 1,609,936

    地方債等発行収入 1,609,369

    その他の収入 567

前年度末歳計外現金残高 28,220

本年度歳計外現金増減額 -8,965

本年度末歳計外現金残高 19,255

本年度末現金預金残高 1,672,301

財務活動収支 -245,464

本年度資金収支額 135,902

前年度末資金残高 1,515,693

比例連結割合変更に伴う差額 1,451

本年度末資金残高 1,653,046


