
【様式第1号】

自治体名：伊賀市

会計：連結会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 272,168,389,792   固定負債 116,209,311,512

    有形固定資産 257,962,703,319     地方債等 77,645,763,488

      事業用資産 95,817,673,643     長期未払金 -

        土地 46,649,496,942     退職手当引当金 9,194,327,617

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 106,602,339,099     その他 29,369,220,407

        建物減価償却累計額 -61,369,656,954   流動負債 11,022,080,174

        工作物 4,942,394,997     １年内償還予定地方債等 8,045,979,644

        工作物減価償却累計額 -2,863,883,754     未払金 1,579,341,640

        船舶 -     未払費用 49,784,515

        船舶減価償却累計額 -     前受金 28,237,189

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 861,899,497

        航空機 -     預り金 272,751,821

        航空機減価償却累計額 -     その他 184,085,868

        その他 2,748,667 負債合計 127,231,391,686

        その他減価償却累計額 -2,611,234 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,826,249,440   固定資産等形成分 280,093,097,141

      インフラ資産 153,461,713,324   余剰分（不足分） -116,305,495,957

        土地 15,042,160,229   他団体出資等分 114,846,918

        建物 6,732,031,314

        建物減価償却累計額 -1,736,695,281

        工作物 283,829,415,265

        工作物減価償却累計額 -151,461,670,717

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,056,472,514

      物品 27,769,786,055

      物品減価償却累計額 -19,086,469,703

    無形固定資産 151,893,560

      ソフトウェア 147,381,164

      その他 4,512,396

    投資その他の資産 14,053,792,913

      投資及び出資金 241,249,716

        有価証券 40,992,716

        出資金 200,257,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,521,592,540

      長期貸付金 10,219,261

      基金 12,377,462,410

        減債基金 -

        その他 12,377,462,410

      その他 5,234,047

      徴収不能引当金 -101,965,061

  流動資産 18,965,449,996

    現金預金 8,775,274,412

    未収金 2,224,147,503

    短期貸付金 832,267,755

    基金 7,092,439,594

      財政調整基金 6,711,378,067

      減債基金 381,061,527

    棚卸資産 49,830,593

    その他 31,823,510

    徴収不能引当金 -40,333,371

  繰延資産 - 純資産合計 163,902,448,102

資産合計 291,133,839,788 負債及び純資産合計 291,133,839,788

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：伊賀市

会計：連結会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 76,346,534,963

    業務費用 37,428,281,141

      人件費 12,627,450,572

        職員給与費 9,771,245,946

        賞与等引当金繰入額 904,392,949

        退職手当引当金繰入額 719,303,465

        その他 1,232,508,212

      物件費等 22,617,930,362

        物件費 11,828,399,805

        維持補修費 992,146,022

        減価償却費 9,803,630,766

        その他 -6,246,231

      その他の業務費用 2,182,900,207

        支払利息 1,006,816,114

        徴収不能引当金繰入額 128,408,740

        その他 1,047,675,353

    移転費用 38,918,253,822

      補助金等 15,675,415,397

      社会保障給付 23,033,463,546

      その他 209,374,879

  経常収益 11,080,668,532

    使用料及び手数料 7,526,299,256

    その他 3,554,369,276

純経常行政コスト 65,265,866,431

  臨時損失 770,653,639

    災害復旧事業費 365,832,805

    資産除売却損 75,795,449

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 329,025,385

  臨時利益 9,552,032

    資産売却益 8,265,788

    その他 1,286,244

純行政コスト 66,026,968,038



【様式第3号】

自治体名：伊賀市

会計：連結会計 （単位：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 164,521,765,455 282,037,615,112 -117,634,556,501 118,706,844

  純行政コスト（△） -66,026,968,038 -65,967,953,170 -59,014,868

  財源 65,538,690,279 65,483,503,231 55,187,048

    税収等 35,714,663,359 35,714,663,359 -

    国県等補助金 29,824,026,920 29,768,839,872 55,187,048

  本年度差額 -488,277,759 -484,449,939 -3,827,820

  固定資産等の変動（内部変動） -1,772,726,617 1,772,726,617

    有形固定資産等の増加 8,731,132,759 -8,731,132,759

    有形固定資産等の減少 -9,884,306,176 9,884,306,176

    貸付金・基金等の増加 2,182,747,833 -2,182,747,833

    貸付金・基金等の減少 -2,802,301,033 2,802,301,033

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -161,457,424 -161,457,424

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 32,106 -32,106

  比例連結割合変更に伴う差額 -10,231,706 -10,333,930 102,224 -

  その他 40,649,536 - 40,649,536

  本年度純資産変動額 -619,317,353 -1,944,517,971 1,329,060,544 -3,859,926

本年度末純資産残高 163,902,448,102 280,093,097,141 -116,305,495,957 114,846,918

連結純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：伊賀市

会計：連結会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 66,303,558,907

    業務費用支出 27,385,379,905

      人件費支出 12,376,055,554

      物件費等支出 13,019,014,146

      支払利息支出 1,006,816,114

      その他の支出 983,494,091

    移転費用支出 38,918,179,002

      補助金等支出 15,675,415,397

      社会保障給付支出 23,033,463,546

      その他の支出 209,300,059

  業務収入 74,106,100,359

    税収等収入 35,496,853,924

    国県等補助金収入 27,490,102,388

    使用料及び手数料収入 7,362,855,923

    その他の収入 3,756,288,124

  臨時支出 626,395,801

    災害復旧事業費支出 365,832,805

    その他の支出 260,562,996

  臨時収入 237,130,931

業務活動収支 7,413,276,582

【投資活動収支】

  投資活動支出 10,280,285,641

    公共施設等整備費支出 8,339,551,246

    基金積立金支出 1,890,117,218

    投資及び出資金支出 13,441

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 603,736

  投資活動収入 3,920,819,567

    国県等補助金収入 1,618,013,385

    基金取崩収入 2,204,238,476

    貸付金元金回収収入 144,926,250

    資産売却収入 17,908,761

    その他の収入 -64,267,305

投資活動収支 -6,359,466,074

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,168,942,136

    地方債等償還支出 7,976,463,438

    その他の支出 192,478,698

  財務活動収入 8,132,417,320

    地方債等発行収入 7,798,046,000

    その他の収入 334,371,320

前年度末歳計外現金残高 121,696,327

本年度歳計外現金増減額 133,604,078

本年度末歳計外現金残高 255,300,405

本年度末現金預金残高 8,775,274,412

財務活動収支 -36,524,816

本年度資金収支額 1,017,285,692

前年度末資金残高 7,508,064,176

比例連結割合変更に伴う差額 -5,375,861

本年度末資金残高 8,519,974,007


