
【様式第1号】

自治体名：伊是名村

会計：連結会計 （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 28,876,066   固定負債 2,773,301

    有形固定資産 27,811,956     地方債等 2,394,350

      事業用資産 12,022,565     長期未払金 120

        土地 293,969     退職手当引当金 360,345

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,431,322     その他 18,485

        建物減価償却累計額 -6,784,602   流動負債 357,989

        工作物 1,206,140     １年内償還予定地方債等 311,154

        工作物減価償却累計額 -531,469     未払金 1,247

        船舶 1,961,375     未払費用 179

        船舶減価償却累計額 -564,876     前受金 1,003

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 37,528

        航空機 -     預り金 6,226

        航空機減価償却累計額 -     その他 652

        その他 - 負債合計 3,131,290

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 10,706   固定資産等形成分 29,308,825

      インフラ資産 15,644,400   余剰分（不足分） -2,689,212

        土地 98,639   他団体出資等分 -

        建物 1,642,420

        建物減価償却累計額 -1,158,472

        工作物 29,648,743

        工作物減価償却累計額 -15,495,443

        その他 1,024

        その他減価償却累計額 -307

        建設仮勘定 907,796

      物品 375,260

      物品減価償却累計額 -230,269

    無形固定資産 51,563

      ソフトウェア 51,563

      その他 -

    投資その他の資産 1,012,547

      投資及び出資金 39,954

        有価証券 10,609

        出資金 29,345

        その他 -

      長期延滞債権 46,041

      長期貸付金 45,371

      基金 883,920

        減債基金 198,252

        その他 685,668

      その他 102

      徴収不能引当金 -2,841

  流動資産 874,837

    現金預金 432,314

    未収金 10,740

    短期貸付金 4,183

    基金 428,576

      財政調整基金 428,576

      減債基金 -

    棚卸資産 3

    その他 101

    徴収不能引当金 -1,081

  繰延資産 - 純資産合計 26,619,613

資産合計 29,750,903 負債及び純資産合計 29,750,903

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 4,168,022

    業務費用 3,071,022

      人件費 635,071

        職員給与費 513,221

        賞与等引当金繰入額 37,528

        退職手当引当金繰入額 38,823

        その他 45,498

      物件費等 2,377,973

        物件費 782,063

        維持補修費 142,970

        減価償却費 1,452,397

        その他 543

      その他の業務費用 57,978

        支払利息 14,199

        徴収不能引当金繰入額 3,930

        その他 39,849

    移転費用 1,097,000

      補助金等 978,723

      社会保障給付 106,757

      その他 11,520

  経常収益 443,308

    使用料及び手数料 75,742

    その他 367,565

純経常行政コスト 3,724,714

  臨時損失 50,114

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 50,114

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 3,774,828



【様式第3号】

自治体名：伊是名村

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 27,083,250 29,877,577 -2,794,328 -

  純行政コスト（△） -3,774,828 -3,774,828 -

  財源 3,263,428 3,263,428 -

    税収等 1,740,784 1,740,784 -

    国県等補助金 1,522,644 1,522,644 -

  本年度差額 -511,400 -511,400 -

  固定資産等の変動（内部変動） -579,803 579,803

    有形固定資産等の増加 887,214 -887,214

    有形固定資産等の減少 -1,500,701 1,500,701

    貸付金・基金等の増加 275,245 -275,245

    貸付金・基金等の減少 -241,560 241,560

  資産評価差額 262 262

  無償所管換等 0 0

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 14,630 6,281 8,349 -

  その他 32,872 4,508 28,364

  本年度純資産変動額 -463,637 -568,752 105,116 -

本年度末純資産残高 26,619,613 29,308,825 -2,689,212 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 2,673,347

    業務費用支出 1,576,348

      人件費支出 597,396

      物件費等支出 924,581

      支払利息支出 14,199

      その他の支出 40,172

    移転費用支出 1,097,000

      補助金等支出 978,723

      社会保障給付支出 106,757

      その他の支出 11,520

  業務収入 3,017,480

    税収等収入 1,740,443

    国県等補助金収入 867,493

    使用料及び手数料収入 75,086

    その他の収入 334,457

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 5,827

業務活動収支 349,959

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,107,841

    公共施設等整備費支出 892,505

    基金積立金支出 210,176

    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 837,760

    国県等補助金収入 654,938

    基金取崩収入 179,550

    貸付金元金回収収入 3,173

    資産売却収入 -

    その他の収入 99

投資活動収支 -270,081

【財務活動収支】

  財務活動支出 318,792

    地方債等償還支出 318,416

    その他の支出 376

  財務活動収入 207,096

    地方債等発行収入 206,602

    その他の収入 494

前年度末歳計外現金残高 5,763

本年度歳計外現金増減額 -31

本年度末歳計外現金残高 5,731

本年度末現金預金残高 432,314

財務活動収支 -111,696

本年度資金収支額 -31,817

前年度末資金残高 455,048

比例連結割合変更に伴う差額 3,352

本年度末資金残高 426,583
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