
【様式第1号】

自治体名：壱岐市

会計：全体会計 （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 132,188,942,178   固定負債 32,650,086,940

    有形固定資産 124,866,979,613     地方債等 28,561,080,527

      事業用資産 32,987,189,311     長期未払金 -

        土地 5,865,132,381     退職手当引当金 638,834,000

        立木竹 53,242,000     損失補償等引当金 -

        建物 50,692,003,617     その他 3,450,172,413

        建物減価償却累計額 -28,404,079,555   流動負債 3,482,021,506

        工作物 5,663,707,415     １年内償還予定地方債等 2,990,787,968

        工作物減価償却累計額 -2,035,174,752     未払金 89,924,850

        船舶 239,404,640     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -218,612,795     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 246,206,128

        航空機 -     預り金 66,997,350

        航空機減価償却累計額 -     その他 88,105,210

        その他 - 負債合計 36,132,108,446

        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 135,413,448,583

      インフラ資産 90,071,555,222   余剰分（不足分） -33,760,604,632

        土地 326,916,023   他団体出資等分 -

        建物 2,941,934,102

        建物減価償却累計額 -1,118,307,791

        工作物 296,313,030,219

        工作物減価償却累計額 -208,997,364,617

        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 167,106,080

      物品 5,120,474,433

      物品減価償却累計額 -3,312,239,353

    無形固定資産 232,715,853

      ソフトウェア 232,715,853

      その他 -

    投資その他の資産 7,089,246,712

      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 -

      長期延滞債権 369,246,031

      長期貸付金 1,608,000

      基金 6,177,792,502

        減債基金 -

        その他 6,177,792,502

      その他 -

      徴収不能引当金 -18,492,371

  流動資産 5,596,010,219

    現金預金 2,080,976,639

    未収金 340,392,292

    短期貸付金 -

    基金 3,224,506,405

      財政調整基金 1,459,347,306

      減債基金 1,765,159,099

    棚卸資産 25,561,323

    その他 -

    徴収不能引当金 -75,426,440

  繰延資産 - 純資産合計 101,652,843,951

資産合計 137,784,952,397 負債及び純資産合計 137,784,952,397

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：壱岐市

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 4,672,347

    その他 -

純行政コスト 28,693,911,679

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 4,672,347

  臨時損失 1,873,116,775

    災害復旧事業費 1,857,191,425

    資産除売却損 15,925,350

    使用料及び手数料 1,135,996,005

    その他 969,717,786

純経常行政コスト 26,825,467,251

      社会保障給付 2,400,062,514

      その他 64,244,854

  経常収益 2,105,713,791

        その他 290,403,742

    移転費用 13,782,552,057

      補助金等 11,318,244,689

      その他の業務費用 574,408,449

        支払利息 251,438,785

        徴収不能引当金繰入額 32,565,922

        維持補修費 99,721,903

        減価償却費 5,739,220,109

        その他 -

        その他 1,060,596,452

      物件費等 10,313,534,716

        物件費 4,474,592,704

        職員給与費 2,953,883,240

        賞与等引当金繰入額 246,206,128

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 28,931,181,042

    業務費用 15,148,628,985

      人件費 4,260,685,820

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：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 87,938,924,279 123,010,956,952 -35,072,032,673 -

  純行政コスト（△） -28,693,911,679 -28,693,911,679 -

  財源 26,740,904,833 26,740,904,833 -

    税収等 15,986,058,153 15,986,058,153 -

    国県等補助金 10,754,846,680 10,754,846,680 -

  本年度差額 -1,953,006,846 -1,953,006,846 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,151,755,287 3,151,755,287

    有形固定資産等の増加 4,068,987,462 -4,068,987,462

    有形固定資産等の減少 -5,755,519,192 5,755,519,192

    貸付金・基金等の増加 1,013,307,958 -1,013,307,958

    貸付金・基金等の減少 -2,478,531,515 2,478,531,515

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,656,895,709 15,656,895,709

  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 10,030,809 -102,648,791 112,679,600

  本年度純資産変動額 13,713,919,672 12,402,491,631 1,311,428,041 -

本年度末純資産残高 101,652,843,951 135,413,448,583 -33,760,604,632 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 2,080,976,639

財務活動収支 -383,050,702

本年度資金収支額 212,455,519

前年度末資金残高 1,801,523,770

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,013,979,289

    地方債等償還支出 3,575,368,974

    その他の支出 52,381,728

  財務活動収入 3,244,700,000

    地方債等発行収入 3,244,700,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,046,080

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,853,386,788

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,627,750,702

    その他の支出 8,134,200

  投資活動収入 2,990,476,982

    国県等補助金収入 789,101,000

    基金取崩収入 2,146,310,202

    貸付金元金回収収入 50,019,700

  投資活動支出 4,843,863,770

    公共施設等整備費支出 4,053,669,786

    基金積立金支出 731,809,784

    投資及び出資金支出 250,000

    貸付金支出 50,000,000

    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 2,448,893,009

【投資活動収支】

    税収等収入 15,967,407,512

    国県等補助金収入 8,370,865,058

    使用料及び手数料収入 1,160,986,329

    その他の収入 499,065,078

  臨時支出 1,857,191,425

    移転費用支出 13,782,552,057

      補助金等支出 11,318,244,689

      社会保障給付支出 2,400,062,514

      その他の支出 64,244,854

  業務収入 25,998,323,977

    業務費用支出 9,343,757,785

      人件費支出 4,250,846,819

      物件費等支出 4,565,565,257

      支払利息支出 251,438,785

      その他の支出 275,906,924

連結資金収支計算書
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 23,126,309,842
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