
【様式第1号】

自治体名：伊佐市

会計：一般会計等 （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 45,304,721   固定負債 15,896,304

    有形固定資産 41,822,407     地方債 14,311,351

      事業用資産 18,718,733     長期未払金 -

        土地 6,647,100     退職手当引当金 1,569,009

        立木竹 1,477,285     損失補償等引当金 -

        建物 30,164,629     その他 15,944

        建物減価償却累計額 -20,509,252   流動負債 1,996,646

        工作物 2,281,190     １年内償還予定地方債 1,804,255

        工作物減価償却累計額 -1,394,695     未払金 -

        船舶 16,758     未払費用 -

        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 169,029

        航空機 -     預り金 16,440

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,921

        その他 - 負債合計 17,892,950

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 42,360   固定資産等形成分 51,537,521

      インフラ資産 22,792,885   余剰分（不足分） -16,772,675

        土地 1,651,165

        建物 2,555,616

        建物減価償却累計額 -2,156,957

        工作物 64,726,971

        工作物減価償却累計額 -44,122,770

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 138,859

      物品 1,250,325

      物品減価償却累計額 -939,536

    無形固定資産 27,239

      ソフトウェア 27,239

      その他 -

    投資その他の資産 3,455,075

      投資及び出資金 49,244

        有価証券 11,575

        出資金 37,669

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 241,062

      長期貸付金 559,306

      基金 2,617,665

        減債基金 -

        その他 2,617,665

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,202

  流動資産 7,353,075

    現金預金 920,970

    未収金 202,437

    短期貸付金 17,838

    基金 6,214,962

      財政調整基金 5,200,000

      減債基金 1,014,962

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,132 純資産合計 34,764,846

資産合計 52,657,796 負債及び純資産合計 52,657,796

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：一般会計等 （単位：千円）

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 15,063,873

    業務費用 7,464,211

      人件費 2,256,904

        職員給与費 1,865,003

        賞与等引当金繰入額 169,029

        退職手当引当金繰入額 12,268

        その他 210,604

      物件費等 4,870,876

        物件費 2,038,393

        維持補修費 884,101

        減価償却費 1,948,382

        その他 -

      その他の業務費用 336,431

        支払利息 64,449

        徴収不能引当金繰入額 15,334

        その他 256,648

    移転費用 7,599,662

      補助金等 2,665,894

      社会保障給付 3,753,699

      他会計への繰出金 1,174,508

      その他 5,561

  経常収益 456,552

    使用料及び手数料 204,738

    その他 251,814

純経常行政コスト 14,607,321

  臨時損失 43,525

    災害復旧事業費 43,045

    資産除売却損 480

    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 14,646,872

    その他 -

  臨時利益 3,974

    資産売却益 3,974



【様式第3号】

自治体名：伊佐市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 35,585,403 52,757,151 -17,171,749

  純行政コスト（△） -14,646,872 -14,646,872

  財源 13,863,661 13,863,661

    税収等 10,092,987 10,092,987

    国県等補助金 3,770,674 3,770,674

  本年度差額 -783,211 -783,211

  固定資産等の変動（内部変動） -1,182,285 1,182,285

    有形固定資産等の増加 847,929 -847,929

    有形固定資産等の減少 -1,928,267 1,928,267

    貸付金・基金等の増加 178,053 -178,053

    貸付金・基金等の減少 -280,000 280,000

  資産評価差額 -1,346 -1,346

  無償所管換等 -35,999 -35,999

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -820,556 -1,219,630 399,074

本年度末純資産残高 34,764,846 51,537,521 -16,772,675

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：一般会計等 （単位：千円）

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 13,070,127

    業務費用支出 5,470,464

      人件費支出 2,423,156

      物件費等支出 2,922,494

      支払利息支出 64,449

      その他の支出 60,366

    移転費用支出 7,599,662

      補助金等支出 2,665,894

      社会保障給付支出 3,753,699

      他会計への繰出支出 1,174,508

      その他の支出 5,561

  業務収入 14,044,068

    税収等収入 9,938,899

    国県等補助金収入 3,651,641

    使用料及び手数料収入 204,738

    その他の収入 248,790

  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 930,896

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,284,400

    公共施設等整備費支出 808,952

    基金積立金支出 457,048

    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 639,943

    国県等補助金収入 119,033

    基金取崩収入 506,562

    貸付金元金回収収入 9,582

    資産売却収入 4,767

    その他の収入 -

投資活動収支 -644,457

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,626,409

    地方債償還支出 1,619,488

    その他の支出 6,921

  財務活動収入 1,536,000

    地方債発行収入 1,536,000

前年度末歳計外現金残高 26,142

本年度歳計外現金増減額 -9,702

本年度末歳計外現金残高 16,440

本年度末現金預金残高 920,970

    その他の収入 -

財務活動収支 -90,409

本年度資金収支額 196,031

前年度末資金残高 708,499

本年度末資金残高 904,530


