
【様式第1号】

自治体名：壱岐市

会計：連結会計 （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 144,509,927,893   固定負債 41,639,714,648

    有形固定資産 134,384,300,548     地方債等 33,741,480,242

      事業用資産 40,614,483,211     長期未払金 -

        土地 6,760,263,409     退職手当引当金 2,158,395,536

        立木竹 60,937,329     損失補償等引当金 -

        建物 62,053,351,640     その他 5,739,838,870

        建物減価償却累計額 -33,242,605,528   流動負債 4,947,245,181

        工作物 5,966,515,384     １年内償還予定地方債等 3,505,429,535

        工作物減価償却累計額 -2,232,791,904     未払金 724,278,744

        船舶 239,404,640     未払費用 13,296,266

        船舶減価償却累計額 -218,612,795     前受金 145

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 435,213,069

        航空機 -     預り金 102,080,909

        航空機減価償却累計額 -     その他 166,946,513

        その他 17,714,000 負債合計 46,586,959,829

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,210,307,036   固定資産等形成分 147,871,994,603

      インフラ資産 90,071,555,222   余剰分（不足分） -40,318,448,145

        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 9,979,494,567

      物品減価償却累計額 -6,281,232,452

    無形固定資産 365,412,257

      ソフトウェア 234,517,890

      その他 130,894,367

    投資その他の資産 9,760,215,088

      投資及び出資金 596,678,530

        有価証券 100,001,530

        出資金 496,677,000

        その他 -

      長期延滞債権 370,390,958

      長期貸付金 100,392,433

      基金 6,995,575,123

        減債基金 -

        その他 6,995,575,123

      その他 1,715,672,863

      徴収不能引当金 -18,494,819

  流動資産 9,625,003,141

    現金預金 4,957,127,193

    未収金 1,309,653,819

    短期貸付金 -

    基金 3,362,066,710

      財政調整基金 1,596,907,611

      減債基金 1,765,159,099

    棚卸資産 87,025,951

    その他 8,816,552

    徴収不能引当金 -99,687,084

  繰延資産 5,575,253 純資産合計 107,553,546,458

資産合計 154,140,506,287 負債及び純資産合計 154,140,506,287

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 4,706,419

    その他 16,358,058

純行政コスト 34,368,702,680

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 139,457,853

  臨時利益 21,064,477

  臨時損失 2,023,892,013

    災害復旧事業費 1,857,191,425

    資産除売却損 27,242,735

    使用料及び手数料 6,522,170,667

    その他 1,806,206,583

純経常行政コスト 32,365,875,144

      社会保障給付 2,400,121,630

      その他 525,319,397

  経常収益 8,328,377,250

        その他 752,276,333

    移転費用 17,714,231,184

      補助金等 14,788,790,157

      その他の業務費用 1,121,230,278

        支払利息 335,038,424

        徴収不能引当金繰入額 33,915,521

        維持補修費 1,102,390,845

        減価償却費 6,435,149,238

        その他 646,260

        その他 1,272,328,310

      物件費等 13,518,316,846

        物件費 5,980,130,503

        職員給与費 6,489,534,765

        賞与等引当金繰入額 434,101,715

        退職手当引当金繰入額 144,509,296

  経常費用 40,694,252,394

    業務費用 22,980,021,210

      人件費 8,340,474,086

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：連結会計 （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 93,900,327,232 133,846,963,764 -39,946,636,532 -

  純行政コスト（△） -34,368,702,680 -34,368,702,680 -

  財源 31,859,830,362 31,859,830,362 -

    税収等 18,878,103,308 18,878,103,308 -

    国県等補助金 12,981,727,054 12,981,727,054 -

  本年度差額 -2,508,872,318 -2,508,872,318 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,361,878,151 2,361,878,151

    有形固定資産等の増加 4,775,089,732 -4,775,089,732

    有形固定資産等の減少 -5,815,987,814 5,815,987,814

    貸付金・基金等の増加 1,209,402,127 -1,209,402,127

    貸付金・基金等の減少 -2,530,382,196 2,530,382,196

  資産評価差額 -8,569,702 -8,569,702

  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 572,853,376 1,183,219,033 -610,365,657 -

  その他 -59,087,839 -444,636,050 385,548,211

  本年度純資産変動額 13,653,219,226 14,025,030,839 -371,811,613 -

本年度末純資産残高 107,553,546,458 147,871,994,603 -40,318,448,145 -

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：連結会計 （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 -3,053,019

本年度末歳計外現金残高 67,002,962

本年度末現金預金残高 4,957,127,193

財務活動収支 318,887,243

本年度資金収支額 -290,040,851

前年度末資金残高 4,908,914,330

比例連結割合変更に伴う差額 271,250,752

本年度末資金残高 4,890,124,231

    地方債等償還支出 4,129,883,979

    その他の支出 291,206,816

  財務活動収入 4,739,978,038

    地方債等発行収入 4,240,296,670

    その他の収入 499,681,368

    資産売却収入 5,046,080

    その他の収入 7,569,626

投資活動収支 -3,073,491,058

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,421,090,795

    その他の支出 26,554,305

  投資活動収入 3,079,994,135

    国県等補助金収入 819,237,332

    基金取崩収入 2,198,121,397

    貸付金元金回収収入 50,019,700

  投資活動支出 6,153,485,193

    公共施設等整備費支出 5,150,115,870

    基金積立金支出 926,815,018

    投資及び出資金支出 -

    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 400,880,429

  臨時収入 1,448,022,146

業務活動収支 2,464,562,964

【投資活動収支】

    税収等収入 18,028,591,087

    国県等補助金収入 10,485,163,256

    使用料及び手数料収入 6,885,330,255

    その他の収入 1,367,448,546

  臨時支出 2,258,071,854

    移転費用支出 17,714,247,512

      補助金等支出 14,788,790,157

      社会保障給付支出 2,400,121,630

      その他の支出 525,335,725

  業務収入 36,766,533,144

    業務費用支出 15,777,672,960

      人件費支出 7,729,340,714

      物件費等支出 6,952,039,069

      支払利息支出 335,041,477

      その他の支出 761,251,700

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 33,491,920,472
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