
【様式第1号】

自治体名：伊佐市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 54,405,135   固定負債 17,812,221

    有形固定資産 50,260,958     地方債等 15,023,449

      事業用資産 21,175,680     長期未払金 213,136

        土地 6,777,453     退職手当引当金 1,988,990

        立木竹 1,477,285     損失補償等引当金 -

        建物 33,084,311     その他 586,645

        建物減価償却累計額 -21,544,409   流動負債 2,553,307

        工作物 4,531,519     １年内償還予定地方債等 2,080,105

        工作物減価償却累計額 -3,253,043     未払金 224,273

        船舶 16,758     未払費用 100

        船舶減価償却累計額 -9,186     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 220,340

        航空機 -     預り金 20,739

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,751

        その他 1,916 負債合計 20,365,527

        その他減価償却累計額 -1,572 【純資産の部】

        建設仮勘定 94,649   固定資産等形成分 61,001,746

      インフラ資産 28,328,696   余剰分（不足分） -16,829,000

        土地 1,715,450   他団体出資等分 -

        建物 2,896,061

        建物減価償却累計額 -2,370,648

        工作物 76,230,582

        工作物減価償却累計額 -50,450,031

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 307,282

      物品 2,788,380

      物品減価償却累計額 -2,031,798

    無形固定資産 27,195

      ソフトウェア 27,070

      その他 125

    投資その他の資産 4,116,982

      投資及び出資金 89,507

        有価証券 53,338

        出資金 36,169

        その他 -

      長期延滞債権 318,719

      長期貸付金 565,956

      基金 3,164,012

        減債基金 -

        その他 3,164,012

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,212

  流動資産 10,133,138

    現金預金 2,476,856

    未収金 1,064,764

    短期貸付金 15,556

    基金 6,581,055

      財政調整基金 5,491,856

      減債基金 1,089,199

    棚卸資産 2,491

    その他 220

    徴収不能引当金 -7,804

  繰延資産 - 純資産合計 44,172,746

資産合計 64,538,273 負債及び純資産合計 64,538,273

連結貸借対照表
（令和3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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 29,703,235

    業務費用 8,992,595

      人件費 3,176,907

        職員給与費 2,513,909

        賞与等引当金繰入額 218,895

        退職手当引当金繰入額 5,755

        その他 438,347

      物件費等 5,446,049

        物件費 2,649,107

        維持補修費 368,054

        減価償却費 2,427,216

        その他 1,672

      その他の業務費用 369,639

        支払利息 84,003

        徴収不能引当金繰入額 28,696

        その他 256,940

    移転費用 20,710,640

      補助金等 11,430,939

      社会保障給付 9,271,158

      その他 8,543

  経常収益 860,063

    使用料及び手数料 584,255

    その他 275,808

純経常行政コスト 28,843,172

  臨時損失 88,495

    災害復旧事業費 81,875

    資産除売却損 6,619

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,081

    資産売却益 1,081

    その他 -

純行政コスト 28,930,586



【様式第3号】

自治体名：伊佐市

会計：連結会計 （単位：千円）

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 41,326,468 60,906,902 -19,580,434 -

  純行政コスト（△） -28,930,586 -28,930,586 -

  財源 30,197,858 30,197,858 -

    税収等 15,757,591 15,757,591 -

    国県等補助金 14,440,266 14,440,266 -

  本年度差額 1,267,272 1,267,272 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,495,512 1,495,512

    有形固定資産等の増加 1,160,725 -1,160,725

    有形固定資産等の減少 -2,467,735 2,467,735

    貸付金・基金等の増加 240,625 -240,625

    貸付金・基金等の減少 -429,127 429,127

  資産評価差額 1,767 1,767

  無償所管換等 1,581,563 1,581,563

  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 -5,155 40,895 -46,051 -

  その他 832 -33,869 34,701

  本年度純資産変動額 2,846,278 94,844 2,751,434 -

本年度末純資産残高 44,172,746 61,001,746 -16,829,000 -

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 27,519,596

    業務費用支出 6,810,633

      人件費支出 3,178,274

      物件費等支出 3,231,779

      支払利息支出 84,003

      その他の支出 316,577

    移転費用支出 20,708,963

      補助金等支出 11,429,262

      社会保障給付支出 9,271,158

      その他の支出 8,543

  業務収入 30,038,629

    税収等収入 15,749,937

    国県等補助金収入 13,469,497

    使用料及び手数料収入 581,274

    その他の収入 237,922

  臨時支出 81,875

    災害復旧事業費支出 81,875

    その他の支出 -

  臨時収入 42,574

業務活動収支 2,479,731

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,839,410

    公共施設等整備費支出 1,128,758

    基金積立金支出 690,133

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 20,520

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,108,455

    国県等補助金収入 207,350

    基金取崩収入 882,777

    貸付金元金回収収入 16,152

    資産売却収入 1,081

    その他の収入 1,095

投資活動収支 -730,955

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,036,582

    地方債等償還支出 2,029,061

    その他の支出 7,521

  財務活動収入 1,094,458

    地方債等発行収入 1,093,858

    その他の収入 600

前年度末歳計外現金残高 19,255

本年度歳計外現金増減額 1,414

本年度末歳計外現金残高 20,669

本年度末現金預金残高 2,476,856

財務活動収支 -942,124

本年度資金収支額 806,653

前年度末資金残高 1,653,046

比例連結割合変更に伴う差額 -3,511

本年度末資金残高 2,456,188


