
【様式第1号】

自治体名：伊是名村

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 23,727,283   固定負債 2,065,187

    有形固定資産 23,020,804     地方債 2,065,187

      事業用資産 10,279,900     長期未払金 -

        土地 284,533     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 -6,444,235   流動負債 311,983

        工作物 1,195,264     １年内償還予定地方債 277,905

        工作物減価償却累計額 -526,857     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 28,549

        航空機 -     預り金 5,529

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,377,171

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 10,370   固定資産等形成分 24,158,168

      インフラ資産 12,606,961   余剰分（不足分） -2,066,016

        土地 98,639

        建物 283,903

        建物減価償却累計額 -136,623

        工作物 24,760,673

        工作物減価償却累計額 -12,896,220

        その他 1,024

        その他減価償却累計額 -307

        建設仮勘定 495,873

      物品 350,888

      物品減価償却累計額 -216,944

    無形固定資産 49,780

      ソフトウェア 49,780

      その他 -

    投資その他の資産 656,699

      投資及び出資金 48,070

        有価証券 10,609

        出資金 37,461

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 29,094

      長期貸付金 45,287

      基金 535,024

        減債基金 198,252

        その他 336,772

      その他 -

      徴収不能引当金 -775

  流動資産 742,039

    現金預金 305,741

    未収金 5,567

    短期貸付金 4,183

    基金 426,701

      財政調整基金 426,701

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -154 純資産合計 22,092,152

資産合計 24,469,322 負債及び純資産合計 24,469,322

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：伊是名村

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 2,968,962

    業務費用 2,249,114

      人件費 433,610

        職員給与費 361,807

        賞与等引当金繰入額 28,549

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 43,254

      物件費等 1,785,309

        物件費 534,210

        維持補修費 79,786

        減価償却費 1,171,314

        その他 -

      その他の業務費用 30,195

        支払利息 10,284

        徴収不能引当金繰入額 929

        その他 18,982

    移転費用 719,848

      補助金等 460,135

      社会保障給付 106,757

      他会計への繰出金 152,425

      その他 531

  経常収益 113,947

    使用料及び手数料 21,326

    その他 92,620

純経常行政コスト 2,855,015

  臨時損失 50,114

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 50,114

    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 2,905,129

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【様式第3号】

自治体名：伊是名村

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 22,753,769 24,926,110 -2,172,341

  純行政コスト（△） -2,905,129 -2,905,129

  財源 2,243,250 2,243,250

    税収等 1,512,828 1,512,828

    国県等補助金 730,421 730,421

  本年度差額 -661,879 -661,879

  固定資産等の変動（内部変動） -768,204 768,204

    有形固定資産等の増加 460,023 -460,023

    有形固定資産等の減少 -1,221,428 1,221,428

    貸付金・基金等の増加 210,556 -210,556

    貸付金・基金等の減少 -217,356 217,356

  資産評価差額 262 262

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -661,618 -767,942 106,325

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

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：伊是名村

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 1,797,185

    業務費用支出 1,077,337

      人件費支出 434,076

      物件費等支出 613,996

      支払利息支出 10,284

      その他の支出 18,982

    移転費用支出 719,848

      補助金等支出 460,135

      社会保障給付支出 106,757

      他会計への繰出支出 152,425

      その他の支出 531

  業務収入 2,027,673

    税収等収入 1,513,329

    国県等補助金収入 429,575

    使用料及び手数料収入 21,481

    その他の収入 63,287

  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 230,488

【投資活動収支】

  投資活動支出 630,148

    公共施設等整備費支出 460,023

    基金積立金支出 164,965

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 5,160

    その他の支出 -

  投資活動収入 480,478

    国県等補助金収入 300,846

    基金取崩収入 176,459

    貸付金元金回収収入 3,173

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -149,669

【財務活動収支】

  財務活動支出 285,739

    地方債償還支出 285,739

    その他の支出 -

  財務活動収入 169,902

    地方債発行収入 169,902

前年度末歳計外現金残高 5,511

本年度歳計外現金増減額 18

本年度末歳計外現金残高 5,529

本年度末現金預金残高 305,741

    その他の収入 -

財務活動収支 -115,837

本年度資金収支額 -35,018

前年度末資金残高 335,229

本年度末資金残高 300,212
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