
【様式第1号】

自治体名：伊賀市

会計：全体会計 （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 270,296,962,757   固定負債 115,562,144,584

    有形固定資産 257,052,329,152     地方債等 77,510,774,303

      事業用資産 95,025,482,667     長期未払金 -

        土地 46,536,486,505     退職手当引当金 8,864,596,754

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 105,129,959,210     その他 29,186,773,527

        建物減価償却累計額 -60,560,280,430   流動負債 10,506,667,928

        工作物 4,624,699,592     １年内償還予定地方債等 8,015,208,890

        工作物減価償却累計額 -2,562,365,523     未払金 1,245,386,252

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 14,124,803

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 800,312,117

        航空機 -     預り金 260,580,326

        航空機減価償却累計額 -     その他 171,055,540

        その他 2,748,667 負債合計 126,068,812,512

        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 278,162,094,464

      インフラ資産 153,461,713,324   余剰分（不足分） -116,734,764,377

        土地 15,042,160,229

        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 27,395,340,958

      物品減価償却累計額 -18,830,207,797

    無形固定資産 148,557,478

      ソフトウェア 144,824,878

      その他 3,732,600

    投資その他の資産 13,096,076,127

      投資及び出資金 723,452,000

        有価証券 -

        出資金 723,452,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,521,592,540

      長期貸付金 10,219,261

      基金 10,942,032,387

        減債基金 -

        その他 10,942,032,387

      その他 745,000

      徴収不能引当金 -101,965,061

  流動資産 17,199,179,842

    現金預金 7,502,566,798

    未収金 1,848,963,801

    短期貸付金 773,636,105

    基金 7,091,495,602

      財政調整基金 6,710,434,075

      減債基金 381,061,527

    棚卸資産 22,850,907

    その他 -

    徴収不能引当金 -40,333,371 純資産合計 161,427,330,087

資産合計 287,496,142,599 負債及び純資産合計 287,496,142,599

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：伊賀市

会計：全体会計 （単位：円）

全体行政コスト計算書
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 64,708,048,762

    業務費用 34,831,776,158

      人件費 11,613,544,855

        職員給与費 9,136,854,978

        賞与等引当金繰入額 793,585,470

        退職手当引当金繰入額 681,935,229

        その他 1,001,169,178

      物件費等 21,242,250,536

        物件費 10,579,908,482

        維持補修費 948,529,388

        減価償却費 9,713,353,546

        その他 459,120

      その他の業務費用 1,975,980,767

        支払利息 1,004,946,386

        徴収不能引当金繰入額 128,408,740

        その他 842,625,641

    移転費用 29,876,272,604

      補助金等 6,658,458,951

      社会保障給付 23,033,463,546

      他会計への繰出金 -

      その他 184,350,107

  経常収益 9,202,905,469

    使用料及び手数料 7,503,867,028

    その他 1,699,038,441

純経常行政コスト 55,505,143,293

  臨時損失 765,568,413

    災害復旧事業費 365,832,805

    資産除売却損 75,243,556

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,286,244

純行政コスト 56,261,159,674

    その他 324,492,052

  臨時利益 9,552,032

    資産売却益 8,265,788



【様式第3号】

自治体名：伊賀市

会計：全体会計 （単位：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 162,063,318,975 280,150,510,978 -118,087,192,003

  純行政コスト（△） -56,261,159,674 -56,261,159,674

  財源 55,745,978,674 55,745,978,674

    税収等 35,697,190,841 35,697,190,841

    国県等補助金 20,048,787,833 20,048,787,833

  本年度差額 -515,181,000 -515,181,000

  固定資産等の変動（内部変動） -1,826,959,090 1,826,959,090

    有形固定資産等の増加 8,712,127,086 -8,712,127,086

    有形固定資産等の減少 -9,794,836,555 9,794,836,555

    貸付金・基金等の増加 1,976,698,500 -1,976,698,500

    貸付金・基金等の減少 -2,720,948,121 2,720,948,121

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -161,457,424 -161,457,424

  その他 40,649,536 - 40,649,536

  本年度純資産変動額 -635,988,888 -1,988,416,514 1,352,427,626

本年度末純資産残高 161,427,330,087 278,162,094,464 -116,734,764,377

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

全体資金収支計算書
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 54,555,626,410

    業務費用支出 24,679,353,806

      人件費支出 11,358,249,999

      物件費等支出 11,548,887,204

      支払利息支出 1,004,946,386

      その他の支出 767,270,217

    移転費用支出 29,876,272,604

      補助金等支出 6,658,458,951

      社会保障給付支出 23,033,463,546

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 184,350,107

  業務収入 62,217,963,048

    税収等収入 35,479,474,790

    国県等補助金収入 17,709,047,452

    使用料及び手数料収入 7,340,423,695

    その他の収入 1,689,017,111

  臨時支出 599,356,713

    災害復旧事業費支出 365,832,805

    その他の支出 233,523,908

  臨時収入 218,000,991

業務活動収支 7,280,980,916

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,977,250,905

    公共施設等整備費支出 8,335,877,862

    基金積立金支出 1,591,198,043

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 175,000

  投資活動収入 3,764,745,696

    国県等補助金収入 1,618,013,385

    基金取崩収入 2,103,488,094

    貸付金元金回収収入 89,612,761

    資産売却収入 17,908,761

    その他の収入 -64,277,305

投資活動収支 -6,212,505,209

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,126,593,923

    地方債等償還支出 7,945,805,428

    その他の支出 180,788,495

  財務活動収入 8,121,471,320

    地方債等発行収入 7,787,100,000

前年度末歳計外現金残高 121,693,709

本年度歳計外現金増減額 133,603,337

本年度末歳計外現金残高 255,297,046

本年度末現金預金残高 7,502,566,798

    その他の収入 334,371,320

財務活動収支 -5,122,603

本年度資金収支額 1,063,353,104

前年度末資金残高 6,183,916,648

本年度末資金残高 7,247,269,752


