
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 28,227,081   固定負債 2,748,188

    有形固定資産 27,081,009     地方債等 2,326,656

      事業用資産 11,436,958     長期未払金 104

        土地 301,546     退職手当引当金 404,622

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,427,295     その他 16,806

        建物減価償却累計額 -7,375,786   流動負債 355,701

        工作物 1,209,337     １年内償還予定地方債等 306,959

        工作物減価償却累計額 -568,230     未払金 1,461

        船舶 1,961,375     未払費用 172

        船舶減価償却累計額 -706,095     前受金 905

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 39,534

        航空機 -     預り金 6,026

        航空機減価償却累計額 -     その他 643

        その他 - 負債合計 3,103,888

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 187,516   固定資産等形成分 28,675,600

      インフラ資産 15,522,399   余剰分（不足分） -2,586,478

        土地 113,884   他団体出資等分 -

        建物 1,642,420

        建物減価償却累計額 -1,196,714

        工作物 29,656,608

        工作物減価償却累計額 -16,091,472

        その他 1,024

        その他減価償却累計額 -410

        建設仮勘定 1,397,059

      物品 391,165

      物品減価償却累計額 -269,514

    無形固定資産 37,351

      ソフトウェア 37,351

      その他 -

    投資その他の資産 1,108,721

      投資及び出資金 38,385

        有価証券 9,040

        出資金 29,345

        その他 -

      長期延滞債権 41,312

      長期貸付金 47,702

      基金 983,166

        減債基金 198,252

        その他 784,914

      その他 98

      徴収不能引当金 -1,942

  流動資産 965,929

    現金預金 509,733

    未収金 8,406

    短期貸付金 3,865

    基金 444,654

      財政調整基金 444,654

      減債基金 -

    棚卸資産 3

    その他 61

    徴収不能引当金 -793

  繰延資産 - 純資産合計 26,089,122

資産合計 29,193,010 負債及び純資産合計 29,193,010

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：伊是名村

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 1

    その他 -

純行政コスト 3,793,672

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 267,775

    その他 85,212

純経常行政コスト 3,793,673

      社会保障給付 101,061

      その他 35,447

  経常収益 352,987

        その他 35,469

    移転費用 1,086,325

      補助金等 949,818

      その他の業務費用 50,340

        支払利息 12,132

        徴収不能引当金繰入額 2,739

        維持補修費 152,169

        減価償却費 1,459,491

        その他 510

        その他 110,323

      物件費等 2,276,203

        物件費 664,033

        職員給与費 563,164

        賞与等引当金繰入額 39,534

        退職手当引当金繰入額 20,770

  経常費用 4,146,660

    業務費用 3,060,335

      人件費 733,791

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



【様式第3号】

自治体名：伊是名村

会計：連結会計 （単位：千円）

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 26,619,613 29,308,825 -2,689,212 -

  純行政コスト（△） -3,793,672 -3,793,672 -

  財源 3,290,826 3,290,826 -

    税収等 1,798,683 1,798,683 -

    国県等補助金 1,492,143 1,492,143 -

  本年度差額 -502,846 -502,846 -

  固定資産等の変動（内部変動） -628,752 628,752

    有形固定資産等の増加 727,788 -727,788

    有形固定資産等の減少 -1,459,494 1,459,494

    貸付金・基金等の増加 336,932 -336,932

    貸付金・基金等の減少 -233,979 233,979

  資産評価差額 -1,569 -1,569

  無償所管換等 -6,712 -6,712

  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 -8,259 5,197 -13,457 -

  その他 -11,105 -1,390 -9,715

  本年度純資産変動額 -530,491 -633,225 102,734 -

本年度末純資産残高 26,089,122 28,675,600 -2,586,478 -

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：伊是名村

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 5,731

本年度歳計外現金増減額 -176

本年度末歳計外現金残高 5,556

本年度末現金預金残高 509,733

財務活動収支 -72,215

本年度資金収支額 79,004

前年度末資金残高 426,583

比例連結割合変更に伴う差額 -1,410

本年度末資金残高 504,177

    地方債等償還支出 311,143

    その他の支出 686

  財務活動収入 239,614

    地方債等発行収入 239,313

    その他の収入 301

    資産売却収入 1

    その他の収入 1,395

投資活動収支 -358,780

【財務活動収支】

  財務活動支出 311,830

    その他の支出 -

  投資活動収入 697,049

    国県等補助金収入 473,577

    基金取崩収入 218,624

    貸付金元金回収収入 3,452

  投資活動支出 1,055,829

    公共施設等整備費支出 726,403

    基金積立金支出 323,186

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,240

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 891

  臨時収入 467

業務活動収支 509,999

【投資活動収支】

    税収等収入 1,802,635

    国県等補助金収入 1,018,098

    使用料及び手数料収入 269,065

    その他の収入 84,070

  臨時支出 891

    移転費用支出 1,086,325

      補助金等支出 949,818

      社会保障給付支出 101,061

      その他の支出 35,447

  業務収入 3,173,869

    業務費用支出 1,577,120

      人件費支出 711,000

      物件費等支出 818,096

      支払利息支出 12,132

      その他の支出 35,892

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 2,663,446


