
【様式第1号】

自治体名：壱岐市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 119,408,563,900   固定負債 24,940,568,560

    有形固定資産 112,266,131,438     地方債 24,323,110,488

      事業用資産 32,940,888,194     長期未払金 -

        土地 5,857,177,133     退職手当引当金 613,237,000

        立木竹 53,242,000     損失補償等引当金 -

        建物 50,590,744,777     その他 4,221,072

        建物減価償却累計額 -28,323,343,543   流動負債 3,046,594,468

        工作物 5,663,707,415     １年内償還予定地方債 2,696,323,346

        工作物減価償却累計額 -2,035,174,752     未払金 -

        船舶 18,616,600     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -15,647,796     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 231,180,188

        航空機 -     預り金 66,997,350

        航空機減価償却累計額 -     その他 52,093,584

        その他 - 負債合計 27,987,163,028

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,131,566,360   固定資産等形成分 122,377,391,146

      インフラ資産 78,581,738,315   余剰分（不足分） -26,929,657,079

        土地 228,028,807

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 284,081,967,326

        工作物減価償却累計額 -206,309,688,104

        その他 1,325,218,806

        その他減価償却累計額 -886,977,600

        建設仮勘定 143,189,080

      物品 3,557,820,543

      物品減価償却累計額 -2,814,315,614

    無形固定資産 218,436,093

      ソフトウェア 218,436,093

      その他 -

    投資その他の資産 6,923,996,369

      投資及び出資金 559,092,550

        有価証券 41,185,550

        出資金 517,907,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 261,043,781

      長期貸付金 1,608,000

      基金 6,115,953,666

        減債基金 -

        その他 6,115,953,666

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,701,628

  流動資産 4,026,333,195

    現金預金 988,395,823

    未収金 46,673,048

    短期貸付金 -

    基金 2,968,827,246

      財政調整基金 1,203,668,147

      減債基金 1,765,159,099

    棚卸資産 24,790,553

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,353,475 純資産合計 95,447,734,067

資産合計 123,434,897,095 負債及び純資産合計 123,434,897,095

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：壱岐市

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 21,770,695,773

    その他 -

  臨時利益 4,672,347

    資産売却益 4,672,347

    資産除売却損 15,868,988

    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 19,902,307,707

  臨時損失 1,873,060,413

    災害復旧事業費 1,857,191,425

  経常収益 1,350,789,197

    使用料及び手数料 540,977,129

    その他 809,812,068

      社会保障給付 2,400,062,514

      他会計への繰出金 1,480,646,394

      その他 59,331,654

        その他 105,571,899

    移転費用 7,901,195,472

      補助金等 3,961,154,910

      その他の業務費用 286,561,870

        支払利息 164,934,868

        徴収不能引当金繰入額 16,055,103

        維持補修費 48,582,020

        減価償却費 5,133,127,755

        その他 -

        その他 1,003,161,392

      物件費等 9,066,705,921

        物件費 3,884,996,146

        職員給与費 2,764,292,061

        賞与等引当金繰入額 231,180,188

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 21,253,096,904

    業務費用 13,351,901,432

      人件費 3,998,633,641

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：壱岐市

会計：一般会計等 （単位：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 81,804,986,274 109,397,241,662 -27,592,255,388

  純行政コスト（△） -21,770,695,773 -21,770,695,773

  財源 19,737,047,377 19,737,047,377

    税収等 13,610,388,099 13,610,388,099

    国県等補助金 6,126,659,278 6,126,659,278

  本年度差額 -2,033,648,396 -2,033,648,396

  固定資産等の変動（内部変動） -2,696,246,705 2,696,246,705

    有形固定資産等の増加 3,885,257,066 -3,885,257,066

    有形固定資産等の減少 -5,149,370,476 5,149,370,476

    貸付金・基金等の増加 843,452,767 -843,452,767

    貸付金・基金等の減少 -2,275,586,062 2,275,586,062

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,676,396,189 15,676,396,189

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 13,642,747,793 12,980,149,484 662,598,309

本年度末純資産残高 95,447,734,067 122,377,391,146 -26,929,657,079

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：壱岐市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 70,055,981

本年度歳計外現金増減額 -3,058,631

本年度末歳計外現金残高 66,997,350

本年度末現金預金残高 988,395,823

    その他の収入 -

財務活動収支 -109,510,245

本年度資金収支額 132,035,337

前年度末資金残高 789,363,136

本年度末資金残高 921,398,473

  財務活動支出 3,334,010,245

    地方債償還支出 3,281,628,517

    その他の支出 52,381,728

  財務活動収入 3,224,500,000

    地方債発行収入 3,224,500,000

    貸付金元金回収収入 50,019,700

    資産売却収入 5,046,080

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,681,694,993

【財務活動収支】

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,985,581,076

    国県等補助金収入 784,207,000

    基金取崩収入 2,146,308,296

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,667,276,069

    公共施設等整備費支出 3,885,257,066

    基金積立金支出 731,769,003

    投資及び出資金支出 250,000

  臨時支出 1,857,191,425

    災害復旧事業費支出 1,857,191,425

    その他の支出 -

  臨時収入 1,434,070,299

業務活動収支 1,923,240,575

  業務収入 18,435,783,105

    税収等収入 13,608,292,569

    国県等補助金収入 3,908,381,979

    使用料及び手数料収入 536,461,321

    その他の収入 382,647,236

    移転費用支出 7,901,195,472

      補助金等支出 3,961,154,910

      社会保障給付支出 2,400,062,514

      他会計への繰出支出 1,480,646,394

      その他の支出 59,331,654

    業務費用支出 8,188,225,932

      人件費支出 3,988,584,034

      物件費等支出 3,936,552,777

      支払利息支出 164,934,868

      その他の支出 98,154,253

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 16,089,421,404
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