
【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 269,062,098,067   固定負債 114,269,856,861

    有形固定資産 254,347,327,556     地方債等 76,259,724,866

      事業用資産 96,934,530,106     長期未払金 5,553,693

        土地 46,555,776,795     退職手当引当金 9,071,949,120

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 107,497,050,240     その他 28,932,629,182

        建物減価償却累計額 -63,012,292,405   流動負債 10,899,312,949

        工作物 5,210,864,062     １年内償還予定地方債等 7,671,253,104

        工作物減価償却累計額 -3,010,288,838     未払金 1,736,190,317

        船舶 -     未払費用 56,719,561

        船舶減価償却累計額 -     前受金 28,213,940

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 862,508,840

        航空機 -     預り金 339,821,059

        航空機減価償却累計額 -     その他 204,606,128

        その他 2,748,667 負債合計 125,169,169,810

        その他減価償却累計額 -2,611,234 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,662,686,379   固定資産等形成分 276,498,312,060

      インフラ資産 148,711,091,531   余剰分（不足分） -114,194,337,302

        土地 15,139,459,852   他団体出資等分 105,350,012

        建物 6,811,879,267

        建物減価償却累計額 -1,916,894,693

        工作物 285,447,794,299

        工作物減価償却累計額 -157,343,272,094

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 572,124,900

      物品 28,492,648,806

      物品減価償却累計額 -19,790,942,887

    無形固定資産 994,559,996

      ソフトウェア 147,084,606

      その他 847,475,390

    投資その他の資産 13,720,210,515

      投資及び出資金 241,363,157

        有価証券 41,006,157

        出資金 200,357,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,450,942,340

      長期貸付金 4,452,149

      基金 12,124,345,775

        減債基金 -

        その他 12,124,345,775

      その他 3,431,514

      徴収不能引当金 -104,324,420

  流動資産 18,516,396,513

    現金預金 9,105,813,990

    未収金 1,923,062,923

    短期貸付金 727,519,960

    基金 6,708,694,033

      財政調整基金 6,323,083,524

      減債基金 385,610,509

    棚卸資産 51,280,079

    その他 36,275,242

    徴収不能引当金 -36,249,714

  繰延資産 - 純資産合計 162,409,324,770

資産合計 287,578,494,580 負債及び純資産合計 287,578,494,580

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：伊賀市

会計：連結会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
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 76,892,806,972

    業務費用 37,278,112,690

      人件費 12,736,336,916

        職員給与費 9,815,994,334

        賞与等引当金繰入額 899,288,116

        退職手当引当金繰入額 779,427,674

        その他 1,241,626,792

      物件費等 22,477,045,086

        物件費 11,823,240,426

        維持補修費 867,094,273

        減価償却費 9,787,711,616

        その他 -1,001,229

      その他の業務費用 2,064,730,688

        支払利息 923,731,152

        徴収不能引当金繰入額 118,516,876

        その他 1,022,482,660

    移転費用 39,614,694,282

      補助金等 16,455,907,815

      社会保障給付 22,903,020,709

      その他 255,765,758

  経常収益 10,779,330,116

    使用料及び手数料 7,459,633,344

    その他 3,319,696,772

純経常行政コスト 66,113,476,856

  臨時損失 405,040,645

    災害復旧事業費 151,164,207

    資産除売却損 179,107,919

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 74,768,519

  臨時利益 9,103,990

    資産売却益 4,432,229

    その他 4,671,761

純行政コスト 66,509,413,511



【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 163,902,448,102 280,093,097,141 -116,305,495,957 114,846,918

  純行政コスト（△） -66,509,413,511 -66,432,310,514 -77,102,997

  財源 65,112,848,420 65,045,242,329 67,606,091

    税収等 35,853,982,871 35,853,982,871 -

    国県等補助金 29,258,865,549 29,191,259,458 67,606,091

  本年度差額 -1,396,565,091 -1,387,068,185 -9,496,906

  固定資産等の変動（内部変動） -3,485,616,296 3,485,616,296

    有形固定資産等の増加 7,224,075,186 -7,224,075,186

    有形固定資産等の減少 -9,892,747,459 9,892,747,459

    貸付金・基金等の増加 1,896,925,474 -1,896,925,474

    貸付金・基金等の減少 -2,713,869,497 2,713,869,497

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -99,084,989 -99,084,989

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -23,332,738 -10,083,796 -13,248,942 -

  その他 25,859,486 - 25,859,486

  本年度純資産変動額 -1,493,123,332 -3,594,785,081 2,111,158,655 -9,496,906

本年度末純資産残高 162,409,324,770 276,498,312,060 -114,194,337,302 105,350,012

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 66,881,559,609

    業務費用支出 27,267,764,047

      人件費支出 12,889,333,513

      物件費等支出 12,484,069,471

      支払利息支出 923,731,152

      その他の支出 970,629,911

    移転費用支出 39,613,795,562

      補助金等支出 16,455,907,815

      社会保障給付支出 22,903,020,709

      その他の支出 254,867,038

  業務収入 73,947,866,223

    税収等収入 35,661,273,378

    国県等補助金収入 27,434,003,642

    使用料及び手数料収入 7,616,770,923

    その他の収入 3,235,818,280

  臨時支出 333,714,442

    災害復旧事業費支出 151,164,207

    その他の支出 182,550,235

  臨時収入 71,270,123

業務活動収支 6,803,862,295

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,010,639,402

    公共施設等整備費支出 6,872,669,668

    基金積立金支出 2,087,055,263

    投資及び出資金支出 113,441

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 801,030

  投資活動収入 4,255,774,026

    国県等補助金収入 1,256,612,236

    基金取崩収入 2,749,104,390

    貸付金元金回収収入 167,903,217

    資産売却収入 10,800,365

    その他の収入 71,353,818

投資活動収支 -4,754,865,376

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,183,510,854

    地方債等償還支出 8,000,283,186

    その他の支出 183,227,668

  財務活動収入 6,409,948,159

    地方債等発行収入 6,235,724,000

    その他の収入 174,224,159

前年度末歳計外現金残高 255,300,405

本年度歳計外現金増減額 70,872,706

本年度末歳計外現金残高 326,173,111

本年度末現金預金残高 9,105,813,990

財務活動収支 -1,773,562,695

本年度資金収支額 275,434,224

前年度末資金残高 8,519,974,007

比例連結割合変更に伴う差額 -15,767,352

本年度末資金残高 8,779,640,879


