
【様式第1号】

自治体名：伊佐市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 52,481,479   固定負債 17,187,061

    有形固定資産 49,126,667     地方債等 14,997,304

      事業用資産 20,237,396     長期未払金 -

        土地 6,644,034     退職手当引当金 1,603,712

        立木竹 1,477,285     損失補償等引当金 -

        建物 32,054,435     その他 586,045

        建物減価償却累計額 -20,926,929   流動負債 2,291,469

        工作物 2,346,885     １年内償還予定地方債等 2,068,137

        工作物減価償却累計額 -1,460,537     未払金 11,066

        船舶 16,758     未払費用 -

        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 187,050

        航空機 -     預り金 18,066

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,150

        その他 - 負債合計 19,478,530

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 94,649   固定資産等形成分 59,061,338

      インフラ資産 28,328,696   余剰分（不足分） -16,228,481

        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 2,123,310

      物品減価償却累計額 -1,562,734

    無形固定資産 27,092

      ソフトウェア 26,967

      その他 125

    投資その他の資産 3,327,720

      投資及び出資金 91,007

        有価証券 53,338

        出資金 37,669

        その他 -

      長期延滞債権 318,478

      長期貸付金 565,956

      基金 2,373,491

        減債基金 -

        その他 2,373,491

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,212

  流動資産 9,829,908

    現金預金 2,190,423

    未収金 1,064,719

    短期貸付金 15,556

    基金 6,564,303

      財政調整基金 5,475,104

      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 42,832,856

資産合計 62,311,387 負債及び純資産合計 62,311,387

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：伊佐市

会計：全体会計 （単位：千円）

全体行政コスト計算書
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 24,167,013

    業務費用 8,154,993

      人件費 2,688,519

        職員給与費 2,077,406

        賞与等引当金繰入額 185,605

        退職手当引当金繰入額 910

        その他 424,598

      物件費等 5,164,121

        物件費 2,541,128

        維持補修費 359,539

        減価償却費 2,263,454

        その他 -

      その他の業務費用 302,353

        支払利息 83,880

        徴収不能引当金繰入額 28,696

        その他 189,777

    移転費用 16,012,020

      補助金等 12,240,911

      社会保障給付 3,763,218

      その他 7,892

  経常収益 784,721

    使用料及び手数料 547,425

    その他 237,296

純経常行政コスト 23,382,293

  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 23,469,706



【様式第3号】

自治体名：伊佐市

会計：全体会計 （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 40,245,482 58,926,922 -18,681,441 -

  純行政コスト（△） -23,469,706 -23,469,706 -

  財源 24,464,741 24,464,741 -

    税収等 12,622,204 12,622,204 -

    国県等補助金 11,842,537 11,842,537 -

  本年度差額 995,034 995,034 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,457,925 1,457,925

    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 -2,303,973 2,303,973

    貸付金・基金等の増加 98,715 -98,715

    貸付金・基金等の減少 -413,391 413,391

  資産評価差額 1,767 1,767

  無償所管換等 1,590,574 1,590,574

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 2,587,375 134,415 2,452,959 -

本年度末純資産残高 42,832,856 59,061,338 -16,228,481 -

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

全体資金収支計算書
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 21,927,572

    業務費用支出 5,915,552

      人件費支出 2,692,022

      物件費等支出 2,900,474

      支払利息支出 83,880

      その他の支出 239,177

    移転費用支出 16,012,020

      補助金等支出 12,240,911

      社会保障給付支出 3,763,218

      その他の支出 7,892

  業務収入 24,230,776

    税収等収入 12,597,015

    国県等補助金収入 10,871,767

    使用料及び手数料収入 544,445

    その他の収入 217,549

  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 2,263,902

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,706,829

    公共施設等整備費支出 1,128,758

    基金積立金支出 557,551

    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 1,092,167

    国県等補助金収入 207,350

    基金取崩収入 867,084

    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 500

投資活動収支 -614,661

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,024,014

    地方債等償還支出 2,017,094

    その他の支出 6,921

  財務活動収入 1,093,858

    地方債等発行収入 1,093,858

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 16,440

本年度歳計外現金増減額 1,626

本年度末歳計外現金残高 18,066

本年度末現金預金残高 2,190,423

財務活動収支 -930,156

本年度資金収支額 719,085

前年度末資金残高 1,453,272

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,172,357


