
【様式第1号】

自治体名：伊賀市

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 262,879,658,248   固定負債 110,107,827,530

    有形固定資産 248,315,525,665     地方債等 73,465,483,522

      事業用資産 92,962,578,258     長期未払金 -

        土地 46,395,696,902     退職手当引当金 8,708,752,133

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 107,198,860,721     その他 27,933,591,875

        建物減価償却累計額 -63,486,113,382   流動負債 9,856,338,833

        工作物 5,266,092,264     １年内償還予定地方債等 7,604,853,639

        工作物減価償却累計額 -2,868,730,320     未払金 840,802,250

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 12,164,241

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 857,428,897

        航空機 -     預り金 336,226,411

        航空機減価償却累計額 -     その他 204,863,395

        その他 2,748,667 負債合計 119,964,166,363

        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 269,389,139,665

      インフラ資産 143,962,846,235   余剰分（不足分） -110,740,467,297

        土地 15,150,943,421

        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 31,326,761,404

      物品減価償却累計額 -19,936,660,232

    無形固定資産 1,114,684,604

      ソフトウェア 97,792,255

      その他 1,016,892,349

    投資その他の資産 13,449,447,979

      投資及び出資金 823,552,000

        有価証券 200,000,000

        出資金 623,552,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,300,959,599

      長期貸付金 1,725,795

      基金 11,412,117,620

        減債基金 -

        その他 11,412,117,620

      その他 730,500

      徴収不能引当金 -89,637,535

  流動資産 15,733,180,483

    現金預金 6,531,171,893

    未収金 1,577,433,701

    短期貸付金 655,034,551

    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 22,516,741

    その他 1,130,000,000

    徴収不能引当金 -37,423,269 純資産合計 158,648,672,368

資産合計 278,612,838,731 負債及び純資産合計 278,612,838,731

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：伊賀市

会計：全体会計 （単位：円）

全体行政コスト計算書
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 75,176,396,873

    業務費用 35,527,615,931

      人件費 12,886,843,774

        職員給与費 9,118,209,511

        賞与等引当金繰入額 851,307,024

        退職手当引当金繰入額 773,691,436

        その他 2,143,635,803

      物件費等 20,700,517,402

        物件費 10,588,226,244

        維持補修費 992,931,619

        減価償却費 9,118,684,204

        その他 675,335

      その他の業務費用 1,940,254,755

        支払利息 827,708,585

        徴収不能引当金繰入額 92,698,492

        その他 1,019,847,678

    移転費用 39,648,780,942

      補助金等 16,875,891,660

      社会保障給付 22,532,553,724

      他会計への繰出金 -

      その他 240,335,558

  経常収益 8,294,184,531

    使用料及び手数料 7,145,071,752

    その他 1,149,112,779

純経常行政コスト 66,882,212,342

  臨時損失 767,729,664

    災害復旧事業費 115,015,587

    資産除売却損 563,097,981

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 11,586,375

純行政コスト 67,615,063,111

    その他 89,616,096

  臨時利益 34,878,895

    資産売却益 23,292,520



【様式第3号】

自治体名：伊賀市

会計：全体会計 （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 160,029,601,758 274,624,768,108 -114,595,166,350

  純行政コスト（△） -67,615,063,111 -67,615,063,111

  財源 66,204,923,811 66,204,923,811

    税収等 36,075,746,577 36,075,746,577

    国県等補助金 30,129,177,234 30,129,177,234

  本年度差額 -1,410,139,300 -1,410,139,300

  固定資産等の変動（内部変動） -5,235,914,673 5,235,914,673

    有形固定資産等の増加 4,568,180,731 -4,568,180,731

    有形固定資産等の減少 -9,612,880,240 9,612,880,240

    貸付金・基金等の増加 2,556,868,632 -2,556,868,632

    貸付金・基金等の減少 -2,748,083,796 2,748,083,796

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 286,230 286,230

  その他 28,923,680 - 28,923,680

  本年度純資産変動額 -1,380,929,390 -5,235,628,443 3,854,699,053

本年度末純資産残高 158,648,672,368 269,389,139,665 -110,740,467,297

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

全体資金収支計算書
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 66,095,791,668

    業務費用支出 26,447,010,726

      人件費支出 12,932,561,866

      物件費等支出 11,736,907,888

      支払利息支出 827,708,585

      その他の支出 949,832,387

    移転費用支出 39,648,780,942

      補助金等支出 16,875,891,660

      社会保障給付支出 22,532,553,724

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 240,335,558

  業務収入 72,662,703,374

    税収等収入 35,947,292,062

    国県等補助金収入 28,560,970,873

    使用料及び手数料収入 7,000,692,986

    その他の収入 1,153,747,453

  臨時支出 319,529,589

    災害復旧事業費支出 115,015,587

    その他の支出 204,514,002

  臨時収入 82,596,347

業務活動収支 6,329,978,464

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,339,038,105

    公共施設等整備費支出 4,915,866,550

    基金積立金支出 2,053,130,555

    投資及び出資金支出 1,330,000,000

    貸付金支出 40,000,000

    その他の支出 41,000

  投資活動収入 3,388,964,771

    国県等補助金収入 949,737,197

    基金取崩収入 2,245,042,537

    貸付金元金回収収入 112,164,649

    資産売却収入 67,751,881

    その他の収入 14,268,507

投資活動収支 -4,950,073,334

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,836,806,857

    地方債等償還支出 7,640,611,145

    その他の支出 196,195,712

  財務活動収入 5,068,293,205

    地方債等発行収入 4,914,259,000

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 6,531,171,893

    その他の収入 154,034,205

財務活動収支 -2,768,513,652

本年度資金収支額 -1,388,608,522

前年度末資金残高 7,588,897,079

本年度末資金残高 6,200,288,557


