
【様式第1号】

自治体名：伊賀市

会計：一般会計等 （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 188,795,799,298   固定負債 57,485,388,701

    有形固定資産 174,916,038,393     地方債 49,521,377,502

      事業用資産 92,829,656,386     長期未払金 -

        土地 45,855,753,337     退職手当引当金 7,964,011,199

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 100,521,505,370     その他 -

        建物減価償却累計額 -57,399,504,922   流動負債 6,953,870,084

        工作物 4,312,662,528     １年内償還予定地方債 5,983,083,820

        工作物減価償却累計額 -2,317,605,807     未払金 32,231,172

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 617,571,369

        航空機 -     預り金 255,297,046

        航空機減価償却累計額 -     その他 65,686,677

        その他 - 負債合計 64,439,258,785

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,826,249,440   固定資産等形成分 196,660,931,005

      インフラ資産 80,330,455,479   余剰分（不足分） -62,423,257,821

        土地 10,509,086,092

        建物 297,066,340

        建物減価償却累計額 -172,184,560

        工作物 200,474,522,047

        工作物減価償却累計額 -130,986,468,580

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 208,434,140

      物品 9,439,878,723

      物品減価償却累計額 -7,683,952,195

    無形固定資産 112,752,477

      ソフトウェア 112,752,477

      その他 -

    投資その他の資産 13,767,008,428

      投資及び出資金 3,651,342,000

        有価証券 -

        出資金 3,651,342,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,261,749,995

      長期貸付金 310,219,261

      基金 8,621,328,595

        減債基金 -

        その他 8,621,328,595

      その他 -

      徴収不能引当金 -77,631,423

  流動資産 9,881,132,671

    現金預金 1,842,945,984

    未収金 187,478,105

    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 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -14,423,125 純資産合計 134,237,673,184

資産合計 198,676,931,969 負債及び純資産合計 198,676,931,969

一般会計等貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：伊賀市

会計：一般会計等 （単位：円）

一般会計等行政コスト計算書
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 38,534,558,574

    業務費用 24,136,047,440

      人件費 8,860,798,991

        職員給与費 6,750,520,986

        賞与等引当金繰入額 617,571,369

        退職手当引当金繰入額 618,067,749

        その他 874,638,887

      物件費等 14,419,274,618

        物件費 7,381,541,908

        維持補修費 717,202,884

        減価償却費 6,320,529,826

        その他 -

      その他の業務費用 855,973,831

        支払利息 396,722,804

        徴収不能引当金繰入額 92,054,548

        その他 367,196,479

    移転費用 14,398,511,134

      補助金等 2,767,606,526

      社会保障給付 6,991,309,496

      他会計への繰出金 4,484,445,485

      その他 155,149,627

  経常収益 1,781,684,458

    使用料及び手数料 554,067,522

    その他 1,227,616,936

純経常行政コスト 36,752,874,116

  臨時損失 532,568,746

    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 27,534

純行政コスト 37,277,149,540

    その他 91,492,385

  臨時利益 8,293,322

    資産売却益 8,265,788



【様式第3号】

自治体名：伊賀市

会計：一般会計等 （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 135,479,212,624 196,897,302,445 -61,418,089,821

  純行政コスト（△） -37,277,149,540 -37,277,149,540

  財源 36,197,067,523 36,197,067,523

    税収等 28,155,423,984 28,155,423,984

    国県等補助金 8,041,643,539 8,041,643,539

  本年度差額 -1,080,082,017 -1,080,082,017

  固定資産等の変動（内部変動） -74,914,017 74,914,017

    有形固定資産等の増加 6,874,916,667 -6,874,916,667

    有形固定資産等の減少 -6,372,070,354 6,372,070,354

    貸付金・基金等の増加 1,840,547,274 -1,840,547,274

    貸付金・基金等の減少 -2,418,307,604 2,418,307,604

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -161,457,423 -161,457,423

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,241,539,440 -236,371,440 -1,005,168,000

本年度末純資産残高 134,237,673,184 196,660,931,005 -62,423,257,821

一般会計等純資産変動計算書
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：一般会計等 （単位：円）

一般会計等資金収支計算書
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 31,978,117,673

    業務費用支出 17,579,606,539

      人件費支出 8,771,830,865

      物件費等支出 8,098,744,792

      支払利息支出 396,722,804

      その他の支出 312,308,078

    移転費用支出 14,398,511,134

      補助金等支出 2,767,606,526

      社会保障給付支出 6,991,309,496

      他会計への繰出支出 4,484,445,485

      その他の支出 155,149,627

  業務収入 36,629,930,616

    税収等収入 28,148,112,354

    国県等補助金収入 6,711,595,152

    使用料及び手数料収入 549,889,831

    その他の収入 1,220,333,279

  臨時支出 399,178,806

    災害復旧事業費支出 365,832,805

    その他の支出 33,346,001

  臨時収入 217,848,496

業務活動収支 4,470,482,633

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,532,924,237

    公共施設等整備費支出 6,885,660,391

    基金積立金支出 1,426,163,846

    投資及び出資金支出 171,100,000

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,246,559,796

    国県等補助金収入 1,112,199,891

    基金取崩収入 1,962,547,442

    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 64,290,941

投資活動収支 -5,286,364,441

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,009,621,731

    地方債償還支出 5,931,546,213

    その他の支出 78,075,518

  財務活動収入 7,210,886,677

    地方債発行収入 7,145,200,000

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 1,842,945,984

    その他の収入 65,686,677

財務活動収支 1,201,264,946

本年度資金収支額 385,383,138

前年度末資金残高 1,202,265,800

本年度末資金残高 1,587,648,938


