
【様式第1号】

自治体名：伊賀市

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 264,696,372,560   固定負債 110,686,966,395

    有形固定資産 249,075,505,766     地方債等 73,534,943,138

      事業用資産 93,626,700,345     長期未払金 2,803,945

        土地 46,500,985,387     退職手当引当金 9,052,623,833

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 108,604,985,385     その他 28,096,595,479

        建物減価償却累計額 -64,348,967,708   流動負債 10,320,016,797

        工作物 5,531,159,325     １年内償還予定地方債等 7,670,075,521

        工作物減価償却累計額 -3,118,234,117     未払金 1,081,882,252

        船舶 -     未払費用 52,503,949

        船舶減価償却累計額 -     前受金 27,027,217

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 928,476,204

        航空機 -     預り金 342,619,799

        航空機減価償却累計額 -     その他 217,431,855

        その他 2,748,667 負債合計 121,006,983,192

        その他減価償却累計額 -2,611,234 【純資産の部】

        建設仮勘定 426,038,200   固定資産等形成分 271,206,953,865

      インフラ資産 143,962,846,235   余剰分（不足分） -109,877,232,053

        土地 15,150,943,421   他団体出資等分 94,916,587

        建物 7,011,772,256

        建物減価償却累計額 -2,096,477,785

        工作物 286,608,991,134

        工作物減価償却累計額 -162,889,747,816

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 177,365,025

      物品 31,719,877,435

      物品減価償却累計額 -20,233,918,249

    無形固定資産 1,133,391,732

      ソフトウェア 111,642,108

      その他 1,021,749,624

    投資その他の資産 14,487,475,062

      投資及び出資金 401,365,400

        有価証券 201,008,400

        出資金 200,357,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,300,959,599

      長期貸付金 1,725,795

      基金 12,869,727,451

        減債基金 -

        その他 12,869,727,451

      その他 3,334,352

      徴収不能引当金 -89,637,535

  流動資産 17,735,249,031

    現金預金 8,157,866,765

    未収金 1,893,850,399

    短期貸付金 655,034,551

    基金 5,855,546,754

      財政調整基金 5,466,966,290

      減債基金 388,580,464

    棚卸資産 52,614,795

    その他 1,157,759,036

    徴収不能引当金 -37,423,269

  繰延資産 - 純資産合計 161,424,638,399

資産合計 282,431,621,591 負債及び純資産合計 282,431,621,591

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：伊賀市

会計：連結会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
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 86,570,302,269

    業務費用 38,064,126,785

      人件費 14,064,194,748

        職員給与費 9,760,475,964

        賞与等引当金繰入額 967,870,446

        退職手当引当金繰入額 810,059,146

        その他 2,525,789,192

      物件費等 21,890,811,805

        物件費 11,631,467,542

        維持補修費 1,040,225,126

        減価償却費 9,221,769,828

        その他 -2,650,691

      その他の業務費用 2,109,120,232

        支払利息 828,823,484

        徴収不能引当金繰入額 92,698,492

        その他 1,187,598,256

    移転費用 48,506,175,484

      補助金等 25,700,327,299

      社会保障給付 22,532,659,290

      その他 273,188,895

  経常収益 10,079,182,631

    使用料及び手数料 7,165,689,225

    その他 2,913,493,406

純経常行政コスト 76,491,119,638

  臨時損失 768,463,495

    災害復旧事業費 115,015,587

    資産除売却損 563,157,390

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 90,290,518

  臨時利益 39,839,618

    資産売却益 23,421,843

    その他 16,417,775

純行政コスト 77,219,743,515



【様式第3号】

自治体名：伊賀市

会計：連結会計 （単位：円）

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 162,409,324,770 276,498,312,060 -114,194,337,302 105,350,012

  純行政コスト（△） -77,219,743,515 -77,116,319,745 -103,423,770

  財源 76,220,741,871 76,125,743,266 94,998,605

    税収等 36,112,327,620 36,112,327,620 -

    国県等補助金 40,108,414,251 40,013,415,646 94,998,605

  本年度差額 -999,001,644 -990,576,479 -8,425,165

  固定資産等の変動（内部変動） -5,254,495,285 5,254,495,285

    有形固定資産等の増加 4,616,640,222 -4,616,640,222

    有形固定資産等の減少 -9,710,898,283 9,710,898,283

    貸付金・基金等の増加 2,658,356,219 -2,658,356,219

    貸付金・基金等の減少 -2,818,593,443 2,818,593,443

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 369,413 369,413

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 2,008,260 -2,008,260

  比例連結割合変更に伴う差額 -14,955,396 -37,209,899 22,254,503 -

  その他 28,901,256 -22,424 28,923,680

  本年度純資産変動額 -984,686,371 -5,291,358,195 4,317,105,249 -10,433,425

本年度末純資産残高 161,424,638,399 271,206,953,865 -109,877,232,053 94,916,587

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 77,510,479,042

    業務費用支出 29,000,133,824

      人件費支出 14,075,166,389

      物件費等支出 12,978,942,164

      支払利息支出 828,823,484

      その他の支出 1,117,201,787

    移転費用支出 48,510,345,218

      補助金等支出 25,700,327,299

      社会保障給付支出 22,532,659,290

      その他の支出 277,358,629

  業務収入 84,583,212,233

    税収等収入 35,983,764,202

    国県等補助金収入 38,519,788,880

    使用料及び手数料収入 7,021,310,459

    その他の収入 3,058,348,692

  臨時支出 335,291,625

    災害復旧事業費支出 115,015,587

    その他の支出 220,276,038

  臨時収入 98,037,415

業務活動収支 6,835,478,981

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,542,522,878

    公共施設等整備費支出 4,950,219,535

    基金積立金支出 2,221,265,284

    投資及び出資金支出 1,330,002,243

    貸付金支出 40,000,000

    その他の支出 1,035,816

  投資活動収入 3,535,102,994

    国県等補助金収入 949,737,197

    基金取崩収入 2,339,757,136

    貸付金元金回収収入 123,428,086

    資産売却収入 107,899,068

    その他の収入 14,281,507

投資活動収支 -5,007,419,884

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,894,989,741

    地方債等償還支出 7,667,351,242

    その他の支出 227,638,499

  財務活動収入 5,109,548,746

    地方債等発行収入 4,955,514,541

    その他の収入 154,034,205

前年度末歳計外現金残高 326,173,111

本年度歳計外現金増減額 4,717,375

本年度末歳計外現金残高 330,890,486

本年度末現金預金残高 8,157,866,765

財務活動収支 -2,785,440,995

本年度資金収支額 -957,381,898

前年度末資金残高 8,779,640,879

比例連結割合変更に伴う差額 4,717,298

本年度末資金残高 7,826,976,279


