
【様式第1号】

自治体名：伊賀市

会計：一般会計 （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 186,667,786,552   固定負債 57,405,423,010

    有形固定資産 173,203,439,078     地方債 49,209,470,462

      事業用資産 93,932,226,130     長期未払金 -

        土地 45,712,180,492     退職手当引当金 7,880,269,539

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 101,263,774,044     その他 315,683,009

        建物減価償却累計額 -58,866,592,334   流動負債 6,504,659,803

        工作物 4,594,867,683     １年内償還予定地方債 5,541,789,748

        工作物減価償却累計額 -2,465,286,574     未払金 -

        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 620,498,610

        航空機 -     預り金 326,149,334

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,222,111

        その他 - 負債合計 63,910,082,813

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,662,686,379   固定資産等形成分 194,087,257,335

      インフラ資産 77,111,175,647   余剰分（不足分） -62,491,881,156

        土地 10,606,385,715

        建物 376,914,293

        建物減価償却累計額 -180,277,891

        工作物 201,129,139,274

        工作物減価償却累計額 -134,877,409,164

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 56,423,420

      物品 10,171,944,174

      物品減価償却累計額 -8,011,906,873

    無形固定資産 106,782,731

      ソフトウェア 106,782,731

      その他 -

    投資その他の資産 13,357,564,743

      投資及び出資金 3,643,842,000

        有価証券 -

        出資金 3,643,842,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 856,075,802

      長期貸付金 300,000,000

      基金 8,629,470,877

        減債基金 -

        その他 8,629,470,877

      その他 -

      徴収不能引当金 -71,823,936

  流動資産 8,837,672,440

    現金預金 1,245,390,063

    未収金 179,611,477

    短期貸付金 711,787,000

    基金 6,707,683,783

      財政調整基金 6,322,073,274

      減債基金 385,610,509

    棚卸資産 -

    その他 7,372,013

    徴収不能引当金 -14,171,896 純資産合計 131,595,376,179

資産合計 195,505,458,992 負債及び純資産合計 195,505,458,992

貸借対照表
（令和2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 （単位：円）

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 39,291,743,003

    業務費用 24,287,333,926

      人件費 8,979,543,409

        職員給与費 6,817,443,174

        賞与等引当金繰入額 620,498,610

        退職手当引当金繰入額 664,978,969

        その他 876,622,656

      物件費等 14,507,223,488

        物件費 7,338,874,708

        維持補修費 603,649,802

        減価償却費 6,564,698,978

        その他 -

      その他の業務費用 800,567,029

        支払利息 357,454,122

        徴収不能引当金繰入額 81,815,970

        その他 361,296,937

    移転費用 15,004,409,077

      補助金等 5,349,344,104

      社会保障給付 6,964,378,062

      他会計への繰出金 2,499,831,742

      その他 190,855,169

  経常収益 1,626,802,873

    使用料及び手数料 539,363,305

    その他 1,087,439,568

純経常行政コスト 37,664,940,130

  臨時損失 324,336,829

    災害復旧事業費 151,164,207

    資産除売却損 173,172,622

    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 37,984,883,901

    その他 -

  臨時利益 4,393,058

    資産売却益 4,393,058



【様式第3号】

自治体名：伊賀市

会計：一般会計 （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 133,730,873,805 196,075,200,671 -62,344,326,866

  純行政コスト（△） -37,984,883,901 -37,984,883,901

  財源 35,937,236,446 35,937,236,446

    税収等 28,299,626,899 28,299,626,899

    国県等補助金 7,637,609,547 7,637,609,547

  本年度差額 -2,047,647,455 -2,047,647,455

  固定資産等の変動（内部変動） -1,900,093,165 1,900,093,165

    有形固定資産等の増加 5,155,174,066 -5,155,174,066

    有形固定資産等の減少 -6,611,030,659 6,611,030,659

    貸付金・基金等の増加 1,450,640,198 -1,450,640,198

    貸付金・基金等の減少 -1,894,876,770 1,894,876,770

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -87,850,171 -87,850,171

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -2,135,497,626 -1,987,943,336 -147,554,290

本年度末純資産残高 131,595,376,179 194,087,257,335 -62,491,881,156

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：伊賀市

会計：一般会計 （単位：円）

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 32,677,615,978

    業務費用支出 17,673,206,901

      人件費支出 9,060,357,828

      物件費等支出 7,903,620,068

      支払利息支出 357,454,122

      その他の支出 351,774,883

    移転費用支出 15,004,409,077

      補助金等支出 5,349,344,104

      社会保障給付支出 6,964,378,062

      他会計への繰出支出 2,499,831,742

      その他の支出 190,855,169

  業務収入 36,594,165,425

    税収等収入 28,284,244,040

    国県等補助金収入 6,701,482,832

    使用料及び手数料収入 536,882,573

    その他の収入 1,071,555,980

  臨時支出 291,295,294

    災害復旧事業費支出 151,164,207

    その他の支出 140,131,087

  臨時収入 55,657,704

業務活動収支 3,680,911,857

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,152,986,260

    公共施設等整備費支出 4,893,199,415

    基金積立金支出 1,117,286,845

    投資及び出資金支出 92,500,000

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,543,623,028

    国県等補助金収入 880,469,011

    基金取崩収入 1,441,771,223

    貸付金元金回収収入 111,071,603

    資産売却収入 10,311,191

    その他の収入 100,000,000

投資活動収支 -3,609,363,232

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,926,771,834

    地方債償還支出 5,926,771,834

    その他の支出 -

  財務活動収入 5,187,315,000

    地方債発行収入 5,187,315,000

前年度末歳計外現金残高 255,297,046

本年度歳計外現金増減額 70,852,288

本年度末歳計外現金残高 326,149,334

本年度末現金預金残高 1,245,390,063

    その他の収入 -

財務活動収支 -739,456,834

本年度資金収支額 -667,908,209

前年度末資金残高 1,587,148,938

本年度末資金残高 919,240,729


