
【様式第1号】

自治体名：伊賀市

会計：一般会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 183,845,891,266   固定負債 55,946,258,112

    有形固定資産 169,723,927,872     地方債 47,913,049,742

      事業用資産 90,737,037,253     長期未払金 -

        土地 45,690,268,255     退職手当引当金 7,744,656,633

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 102,375,450,424     その他 288,551,737

        建物減価償却累計額 -60,129,703,142   流動負債 6,340,491,343

        工作物 4,963,300,200     １年内償還予定地方債 5,345,579,722

        工作物減価償却累計額 -2,618,913,124     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 642,317,466

        航空機 -     預り金 330,883,336

        航空機減価償却累計額 -     その他 21,710,819

        その他 - 負債合計 62,286,749,455

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 426,038,200   固定資産等形成分 190,354,983,132

      インフラ資産 74,137,116,695   余剰分（不足分） -60,656,475,095

        土地 10,617,928,276

        建物 378,892,093

        建物減価償却累計額 -191,533,060

        工作物 201,641,630,000

        工作物減価償却累計額 -138,433,302,668

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 123,502,054

      物品 12,949,302,913

      物品減価償却累計額 -8,099,528,989

    無形固定資産 80,381,170

      ソフトウェア 80,381,170

      その他 -

    投資その他の資産 14,041,582,224

      投資及び出資金 3,733,944,150

        有価証券 -

        出資金 3,733,944,150

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 758,471,551

      長期貸付金 300,000,000

      基金 9,306,050,262

        減債基金 -

        その他 9,306,050,262

      その他 -

      徴収不能引当金 -56,883,739

  流動資産 8,139,366,226

    現金預金 1,432,943,867

    未収金 212,635,217

    短期貸付金 654,645,000

    基金 5,854,446,866

      財政調整基金 5,465,866,402

      減債基金 388,580,464

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -15,304,724 純資産合計 129,698,508,037

資産合計 191,985,257,492 負債及び純資産合計 191,985,257,492

貸借対照表
（令和3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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 49,454,656,881

    業務費用 24,966,157,830

      人件費 9,614,523,140

        職員給与費 6,659,503,612

        賞与等引当金繰入額 642,317,466

        退職手当引当金繰入額 654,667,946

        その他 1,658,034,116

      物件費等 14,519,436,576

        物件費 7,703,388,168

        維持補修費 758,706,472

        減価償却費 6,057,341,936

        その他 -

      その他の業務費用 832,198,114

        支払利息 305,917,868

        徴収不能引当金繰入額 46,113,303

        その他 480,166,943

    移転費用 24,488,499,051

      補助金等 14,960,762,377

      社会保障給付 6,773,876,334

      他会計への繰出金 2,546,686,882

      その他 207,173,458

  経常収益 1,283,008,897

    使用料及び手数料 509,368,930

    その他 773,639,967

純経常行政コスト 48,171,647,984

  臨時損失 672,713,568

    災害復旧事業費 115,015,587

    資産除売却損 557,697,981

    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 48,821,176,040

    その他 -

  臨時利益 23,185,512

    資産売却益 23,185,512



【様式第3号】

自治体名：伊賀市

会計：一般会計 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -48,821,176,040 -48,821,176,040

  財源 46,924,021,668 46,924,021,668

    税収等 28,556,666,364 28,556,666,364

    国県等補助金 18,367,355,304 18,367,355,304

  本年度差額 -1,897,154,372 -1,897,154,372

  固定資産等の変動（内部変動） -3,732,560,433 3,732,560,433

    有形固定資産等の増加 2,951,348,953 -2,951,348,953

    有形固定資産等の減少 -6,457,547,950 6,457,547,950

    貸付金・基金等の増加 1,965,018,518 -1,965,018,518

    貸付金・基金等の減少 -2,191,379,954 2,191,379,954

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 286,230 286,230

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,896,868,142 -3,732,274,203 1,835,406,061

本年度末純資産残高 129,698,508,037 190,354,983,132 -60,656,475,095

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 43,464,064,507

    業務費用支出 18,975,565,456

      人件費支出 9,728,317,190

      物件費等支出 8,462,094,640

      支払利息支出 305,917,868

      その他の支出 479,235,758

    移転費用支出 24,488,499,051

      補助金等支出 14,960,762,377

      社会保障給付支出 6,773,876,334

      他会計への繰出支出 2,546,686,882

      その他の支出 207,173,458

  業務収入 47,479,358,578

    税収等収入 28,555,935,923

    国県等補助金収入 17,638,145,779

    使用料及び手数料収入 507,434,056

    その他の収入 777,842,820

  臨時支出 288,935,910

    災害復旧事業費支出 115,015,587

    その他の支出 173,920,323

  臨時収入 71,101,861

業務活動収支 3,797,460,022

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,750,927,890

    公共施設等整備費支出 2,951,348,953

    基金積立金支出 1,669,476,787

    投資及び出資金支出 90,102,150

    貸付金支出 40,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,650,560,980

    国県等補助金収入 658,107,664

    基金取崩収入 1,846,134,319

    貸付金元金回収収入 99,333,116

    資産売却収入 46,985,881

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,100,366,910

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,563,432,310

    地方債償還支出 5,541,789,746

    その他の支出 21,642,564

  財務活動収入 4,049,159,000

    地方債発行収入 4,049,159,000

前年度末歳計外現金残高 326,149,334

本年度歳計外現金増減額 4,734,002

本年度末歳計外現金残高 330,883,336

本年度末現金預金残高 1,432,943,867

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,514,273,310

本年度資金収支額 182,819,802

前年度末資金残高 919,240,729

本年度末資金残高 1,102,060,531


