
【様式第1号】

自治体名：伊是名村

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 27,791,661   固定負債 2,390,944

    有形固定資産 27,022,849     地方債等 2,326,268

      事業用資産 11,387,502     長期未払金 -

        土地 292,876     退職手当引当金 64,676

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,380,828     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,364,409   流動負債 351,497

        工作物 1,198,758     １年内償還予定地方債等 306,840

        工作物減価償却累計額 -563,347     未払金 -

        船舶 1,961,375     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -706,095     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 39,178

        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 2,742,441

        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 28,238,025

      インフラ資産 15,522,399   余剰分（不足分） -2,260,695

        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 375,494

      物品減価償却累計額 -262,547

    無形固定資産 36,296

      ソフトウェア 36,296

      その他 -

    投資その他の資産 732,516

      投資及び出資金 46,500

        有価証券 9,039

        出資金 37,461

        その他 -

      長期延滞債権 39,883

      長期貸付金 47,618

      基金 599,925

        減債基金 198,252

        その他 401,673

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,411

  流動資産 928,111

    現金預金 475,045

    未収金 6,983

    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 -282

  繰延資産 - 純資産合計 25,977,331

資産合計 28,719,771 負債及び純資産合計 28,719,771

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 3,430,713

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  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 267,558

    その他 76,853

純経常行政コスト 3,430,713

      社会保障給付 101,061

      その他 35,434

  経常収益 344,411

        その他 27,874

    移転費用 812,381

      補助金等 675,886

      その他の業務費用 41,690

        支払利息 12,123

        徴収不能引当金繰入額 1,693

        維持補修費 148,487

        減価償却費 1,457,100

        その他 -

        その他 108,299

      物件費等 2,259,145

        物件費 653,558

        職員給与費 514,431

        賞与等引当金繰入額 39,178

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,775,124

    業務費用 2,962,743

      人件費 661,908

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：全体会計 （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 26,511,131 28,900,439 -2,389,309 -

  純行政コスト（△） -3,430,713 -3,430,713 -

  財源 2,915,986 2,915,986 -

    税収等 1,605,723 1,605,723 -

    国県等補助金 1,310,263 1,310,263 -

  本年度差額 -514,727 -514,727 -

  固定資産等の変動（内部変動） -653,555 653,555

    有形固定資産等の増加 724,566 -724,566

    有形固定資産等の減少 -1,457,100 1,457,100

    貸付金・基金等の増加 308,712 -308,712

    貸付金・基金等の減少 -229,733 229,733

  資産評価差額 -1,569 -1,569

  無償所管換等 -7,290 -7,290

  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 - - - -

  その他 -10,214 - -10,214

  本年度純資産変動額 -533,800 -662,414 128,614 -

本年度末純資産残高 25,977,331 28,238,025 -2,260,695 -

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：全体会計 （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 475,045

財務活動収支 -71,713

本年度資金収支額 70,717

前年度末資金残高 398,850

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 469,566

    地方債等償還支出 311,026

    その他の支出 -

  財務活動収入 239,313

    地方債等発行収入 239,313

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -337,885

【財務活動収支】

  財務活動支出 311,026

    その他の支出 -

  投資活動収入 688,083

    国県等補助金収入 470,165

    基金取崩収入 214,466

    貸付金元金回収収入 3,452

  投資活動支出 1,025,968

    公共施設等整備費支出 724,566

    基金積立金支出 295,162

    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 -

  臨時収入 -

業務活動収支 480,314

【投資活動収支】

    税収等収入 1,610,324

    国県等補助金収入 840,098

    使用料及び手数料収入 268,848

    その他の収入 75,358

  臨時支出 -

    移転費用支出 812,381

      補助金等支出 675,886

      社会保障給付支出 101,061

      その他の支出 35,434

  業務収入 2,794,628

    業務費用支出 1,501,933

      人件費支出 659,891

      物件費等支出 802,045

      支払利息支出 12,123

      その他の支出 27,874

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 2,314,314


