
【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 267,200,827,802   固定負債 113,658,975,214

    有形固定資産 253,510,928,994     地方債等 76,156,078,159

      事業用資産 96,197,441,286     長期未払金 -

        土地 46,443,609,139     退職手当引当金 8,749,066,193

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 106,034,316,340     その他 28,753,830,862

        建物減価償却累計額 -62,159,467,962   流動負債 10,328,806,191

        工作物 4,899,039,747     １年内償還予定地方債等 7,640,611,147

        工作物減価償却累計額 -2,713,476,230     未払金 1,347,535,130

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 13,903,251

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 803,810,512

        航空機 -     預り金 331,669,651

        航空機減価償却累計額 -     その他 191,276,500

        その他 2,748,667 負債合計 123,987,781,405

        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 274,624,768,108

      インフラ資産 148,711,091,531   余剰分（不足分） -114,595,166,350

        土地 15,139,459,852

        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 28,119,334,108

      物品減価償却累計額 -19,516,937,931

    無形固定資産 963,694,554

      ソフトウェア 122,488,434

      その他 841,206,120

    投資その他の資産 12,726,204,254

      投資及び出資金 623,552,000

        有価証券 -

        出資金 623,552,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,450,942,340

      長期貸付金 4,452,149

      基金 10,750,792,685

        減債基金 -

        その他 10,750,792,685

      その他 789,500

      徴収不能引当金 -104,324,420

  流動資産 16,816,555,361

    現金預金 7,915,046,413

    未収金 1,481,285,148

    短期貸付金 716,256,523

    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 25,161,195

    その他 7,372,013

    徴収不能引当金 -36,249,714 純資産合計 160,029,601,758

資産合計 284,017,383,163 負債及び純資産合計 284,017,383,163

全体貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：伊賀市

会計：全体会計 （単位：円）

全体行政コスト計算書
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 65,139,105,364

    業務費用 34,656,408,038

      人件費 11,714,652,406

        職員給与費 9,155,617,935

        賞与等引当金繰入額 798,135,299

        退職手当引当金繰入額 747,821,234

        その他 1,013,077,938

      物件費等 21,093,197,580

        物件費 10,578,062,654

        維持補修費 826,817,044

        減価償却費 9,687,673,768

        その他 644,114

      その他の業務費用 1,848,558,052

        支払利息 922,227,379

        徴収不能引当金繰入額 118,516,876

        その他 807,813,797

    移転費用 30,482,697,326

      補助金等 7,355,103,948

      社会保障給付 22,903,020,709

      他会計への繰出金 -

      その他 224,572,669

  経常収益 8,958,741,868

    使用料及び手数料 7,437,396,958

    その他 1,521,344,910

純経常行政コスト 56,180,363,496

  臨時損失 398,105,348

    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 4,100,211

純行政コスト 56,569,975,575

    その他 73,768,519

  臨時利益 8,493,269

    資産売却益 4,393,058



【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 161,427,330,087 278,162,094,464 -116,734,764,377

  純行政コスト（△） -56,569,975,575 -56,569,975,575

  財源 55,245,472,749 55,245,472,749

    税収等 35,803,359,873 35,803,359,873

    国県等補助金 19,442,112,876 19,442,112,876

  本年度差額 -1,324,502,826 -1,324,502,826

  固定資産等の変動（内部変動） -3,438,241,367 3,438,241,367

    有形固定資産等の増加 7,165,046,177 -7,165,046,177

    有形固定資産等の減少 -9,792,224,270 9,792,224,270

    貸付金・基金等の増加 1,771,110,398 -1,771,110,398

    貸付金・基金等の減少 -2,582,173,672 2,582,173,672

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -99,084,989 -99,084,989

  その他 25,859,486 - 25,859,486

  本年度純資産変動額 -1,397,728,329 -3,537,326,356 2,139,598,027

本年度末純資産残高 160,029,601,758 274,624,768,108 -114,595,166,350

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

全体資金収支計算書
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 55,281,554,004

    業務費用支出 24,798,856,678

      人件費支出 11,859,292,252

      物件費等支出 11,259,969,830

      支払利息支出 922,227,379

      その他の支出 757,367,217

    移転費用支出 30,482,697,326

      補助金等支出 7,355,103,948

      社会保障給付支出 22,903,020,709

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 224,572,669

  業務収入 62,327,343,993

    税収等収入 35,610,650,380

    国県等補助金収入 17,617,564,241

    使用料及び手数料収入 7,594,534,537

    その他の収入 1,504,594,835

  臨時支出 306,015,646

    災害復旧事業費支出 151,164,207

    その他の支出 154,851,439

  臨時収入 33,259,998

業務活動収支 6,773,034,341

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,335,213,990

    公共施設等整備費支出 6,798,415,062

    基金積立金支出 1,486,433,428

    投資及び出資金支出 100,000

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 265,500

  投資活動収入 3,635,383,952

    国県等補助金収入 1,256,612,236

    基金取崩収入 2,078,514,902

    貸付金元金回収収入 120,535,004

    資産売却収入 10,311,191

    その他の収入 169,410,619

投資活動収支 -4,699,830,038

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,140,516,135

    地方債等償還支出 7,969,978,117

    その他の支出 170,538,018

  財務活動収入 6,408,939,159

    地方債等発行収入 6,234,715,000

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 7,915,046,413

    その他の収入 174,224,159

財務活動収支 -1,731,576,976

本年度資金収支額 341,627,327

前年度末資金残高 7,247,269,752

本年度末資金残高 7,588,897,079


