
【様式第1号】

自治体名：伊是名村

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 23,120,511   固定負債 1,991,755

    有形固定資産 22,364,130     地方債 1,991,755

      事業用資産 9,769,853     長期未払金 -

        土地 292,876     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 15,760,824     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,021,613   流動負債 310,906

        工作物 1,198,758     １年内償還予定地方債 273,745

        工作物減価償却累計額 -563,347     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 31,683

        航空機 -     預り金 5,479

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,302,662

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 102,355   固定資産等形成分 23,566,876

      インフラ資産 12,486,284   余剰分（不足分） -1,917,838

        土地 113,884

        建物 283,903

        建物減価償却累計額 -143,228

        工作物 24,768,538

        工作物減価償却累計額 -13,398,459

        その他 1,024

        その他減価償却累計額 -410

        建設仮勘定 861,031

      物品 364,167

      物品減価償却累計額 -256,174

    無形固定資産 35,614

      ソフトウェア 35,614

      その他 -

    投資その他の資産 720,768

      投資及び出資金 46,500

        有価証券 9,039

        出資金 37,461

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 27,452

      長期貸付金 47,618

      基金 599,922

        減債基金 198,252

        その他 401,670

      その他 -

      徴収不能引当金 -725

  流動資産 831,189

    現金預金 380,049

    未収金 4,894

    短期貸付金 3,865

    基金 442,499

      財政調整基金 442,499

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -119 純資産合計 21,649,038

資産合計 23,951,700 負債及び純資産合計 23,951,700

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：伊是名村

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 2,900,756

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 2,900,756

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 85,295

    使用料及び手数料 15,179

    その他 70,116

      社会保障給付 101,061

      他会計への繰出金 154,948

      その他 18,948

        その他 17,663

    移転費用 717,445

      補助金等 442,489

      その他の業務費用 27,079

        支払利息 8,572

        徴収不能引当金繰入額 844

        維持補修費 74,685

        減価償却費 1,176,210

        その他 -

        その他 102,566

      物件費等 1,705,853

        物件費 454,958

        職員給与費 401,425

        賞与等引当金繰入額 31,683

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,986,051

    業務費用 2,268,606

      人件費 535,674

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



【様式第3号】

自治体名：伊是名村

会計：一般会計等 （単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 22,092,152 24,158,168 -2,066,016

  純行政コスト（△） -2,900,756 -2,900,756

  財源 2,466,501 2,466,501

    税収等 1,572,163 1,572,163

    国県等補助金 894,339 894,339

  本年度差額 -434,255 -434,255

  固定資産等の変動（内部変動） -582,433 582,433

    有形固定資産等の増加 512,659 -512,659

    有形固定資産等の減少 -1,176,210 1,176,210

    貸付金・基金等の増加 303,715 -303,715

    貸付金・基金等の減少 -222,597 222,597

  資産評価差額 -1,569 -1,569

  無償所管換等 -7,290 -7,290

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -443,114 -591,292 148,178

本年度末純資産残高 21,649,038 23,566,876 -1,917,838

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：伊是名村

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 5,529

本年度歳計外現金増減額 -50

本年度末歳計外現金残高 5,479

本年度末現金預金残高 380,049

    その他の収入 -

財務活動収支 -77,592

本年度資金収支額 74,358

前年度末資金残高 300,212

本年度末資金残高 374,570

  財務活動支出 277,905

    地方債償還支出 277,905

    その他の支出 -

  財務活動収入 200,313

    地方債発行収入 200,313

    貸付金元金回収収入 3,452

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -270,902

【財務活動収支】

    貸付金支出 6,240

    その他の支出 -

  投資活動収入 543,160

    国県等補助金収入 325,242

    基金取崩収入 214,466

【投資活動収支】

  投資活動支出 814,061

    公共施設等整備費支出 512,659

    基金積立金支出 295,162

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 422,852

  業務収入 2,228,716

    税収等収入 1,574,225

    国県等補助金収入 569,097

    使用料及び手数料収入 15,246

    その他の収入 70,147

    移転費用支出 717,445

      補助金等支出 442,489

      社会保障給付支出 101,061

      他会計への繰出支出 154,948

      その他の支出 18,948

    業務費用支出 1,088,419

      人件費支出 532,540

      物件費等支出 529,643

      支払利息支出 8,572

      その他の支出 17,663

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 1,805,864


