
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 45,772,136   固定負債 15,040,125

    有形固定資産 42,532,406     地方債 13,462,105

      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 1,568,996

        立木竹 1,477,285     損失補償等引当金 -

        建物 32,054,435     その他 9,024

        建物減価償却累計額 -20,926,929   流動負債 2,048,140

        工作物 2,346,885     １年内償還予定地方債 1,856,941

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

        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 166,212

        航空機 -     預り金 18,066

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,921

        その他 - 負債合計 17,088,265

        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 51,956,090

      インフラ資産 22,001,148   余剰分（不足分） -14,486,507

        土地 1,653,266

        建物 2,554,986

        建物減価償却累計額 -2,187,507

        工作物 65,062,676

        工作物減価償却累計額 -45,294,051

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 211,778

      物品 1,339,689

      物品減価償却累計額 -1,045,827

    無形固定資産 26,967

      ソフトウェア 26,967

      その他 -

    投資その他の資産 3,212,763

      投資及び出資金 51,011

        有価証券 13,342

        出資金 37,669

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 237,101

      長期貸付金 565,956

      基金 2,370,491

        減債基金 -

        その他 2,370,491

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,796

  流動資産 8,785,713

    現金預金 1,631,794

    未収金 972,755

    短期貸付金 15,556

    基金 6,168,399

      財政調整基金 5,079,200

      減債基金 1,089,199

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,792 純資産合計 37,469,583

資産合計 54,557,848 負債及び純資産合計 54,557,848

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：一般会計等 （単位：千円）

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 17,662,189

    業務費用 7,283,097

      人件費 2,419,072

        職員給与費 1,889,182

        賞与等引当金繰入額 166,212

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 363,677

      物件費等 4,692,682

        物件費 2,352,867

        維持補修費 343,718

        減価償却費 1,996,097

        その他 -

      その他の業務費用 171,344

        支払利息 51,452

        徴収不能引当金繰入額 14,587

        その他 105,304

    移転費用 10,379,092

      補助金等 5,400,525

      社会保障給付 3,758,398

      他会計への繰出金 1,213,415

      その他 6,754

  経常収益 407,540

    使用料及び手数料 199,730

    その他 207,810

純経常行政コスト 17,254,649

  臨時損失 88,495

    災害復旧事業費 81,875

    資産除売却損 6,619

    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 17,342,062

    その他 -

  臨時利益 1,081

    資産売却益 1,081



【様式第3号】

自治体名：伊佐市

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 34,764,846 51,537,521 -16,772,675

  純行政コスト（△） -17,342,062 -17,342,062

  財源 18,270,624 18,270,624

    税収等 10,534,310 10,534,310

    国県等補助金 7,736,315 7,736,315

  本年度差額 928,562 928,562

  固定資産等の変動（内部変動） -1,357,606 1,357,606

    有形固定資産等の増加 938,035 -938,035

    有形固定資産等の減少 -2,002,716 2,002,716

    貸付金・基金等の増加 74,237 -74,237

    貸付金・基金等の減少 -367,161 367,161

  資産評価差額 1,767 1,767

  無償所管換等 1,774,408 1,774,408

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 2,704,737 418,569 2,286,168

本年度末純資産残高 37,469,583 51,956,090 -14,486,507

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：一般会計等 （単位：千円）

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 15,654,321

    業務費用支出 5,275,230

      人件費支出 2,421,888

      物件費等支出 2,696,585

      支払利息支出 51,452

      その他の支出 105,304

    移転費用支出 10,379,092

      補助金等支出 5,400,525

      社会保障給付支出 3,758,398

      他会計への繰出支出 1,213,415

      その他の支出 6,754

  業務収入 17,721,351

    税収等収入 10,533,631

    国県等補助金収入 6,791,430

    使用料及び手数料収入 198,128

    その他の収入 198,163

  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 2,027,728

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,494,502

    公共施設等整備費支出 938,035

    基金積立金支出 535,947

    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 979,453

    国県等補助金収入 132,536

    基金取崩収入 829,684

    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 -

投資活動収支 -515,049

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,812,439

    地方債償還支出 1,805,519

    その他の支出 6,921

  財務活動収入 1,008,958

    地方債発行収入 1,008,958

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 1,631,794

    その他の収入 -

財務活動収支 -803,481

本年度資金収支額 709,198

前年度末資金残高 904,530

本年度末資金残高 1,613,728


