
【様式第1号】

自治体名：壱岐市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 102,527,707   固定負債 25,392,323

    有形固定資産 95,696,687     地方債 24,080,462

      事業用資産 27,231,107     長期未払金 -

        土地 5,821,068     退職手当引当金 1,203,164

        立木竹 53,242     損失補償等引当金 -

        建物 46,762,258     その他 108,696

        建物減価償却累計額 -26,535,132   流動負債 3,211,363

        工作物 738,824     １年内償還予定地方債 2,875,682

        工作物減価償却累計額 -127,254     未払金 -

        船舶 18,617     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -11,913     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 217,480

        航空機 -     預り金 64,425

        航空機減価償却累計額 -     その他 53,777

        その他 - 負債合計 28,603,686

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 511,399   固定資産等形成分 107,693,065

      インフラ資産 67,679,928   余剰分（不足分） -27,691,183

        土地 212,039

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 249,753,443

        工作物減価償却累計額 -182,992,341

        その他 1,325,219

        その他減価償却累計額 -820,717

        建設仮勘定 202,284

      物品 3,298,231

      物品減価償却累計額 -2,512,579

    無形固定資産 273,440

      ソフトウェア 273,440

      その他 -

    投資その他の資産 6,557,580

      投資及び出資金 548,843

        有価証券 41,186

        出資金 507,657

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 277,946

      長期貸付金 1,608

      基金 5,744,029

        減債基金 -

        その他 5,744,029

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,847

  流動資産 6,077,861

    現金預金 844,284

    未収金 55,348

    短期貸付金 -

    基金 5,165,359

      財政調整基金 2,002,413

      減債基金 3,162,946

    棚卸資産 15,327

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,456 純資産合計 80,001,882

資産合計 108,605,568 負債及び純資産合計 108,605,568

貸借対照表
（平成29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：千円）

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日

科目名 金額

  経常費用 20,074,332

    業務費用 12,910,203

      人件費 4,319,522

        職員給与費 2,749,454

        賞与等引当金繰入額 217,480

        退職手当引当金繰入額 444,034

        その他 908,554

      物件費等 8,287,516

        物件費 3,581,947

        維持補修費 449,146

        減価償却費 4,248,837

        その他 7,586

      その他の業務費用 303,165

        支払利息 226,488

        徴収不能引当金繰入額 17,302

        その他 59,375

    移転費用 7,164,129

      補助金等 3,193,499

      社会保障給付 2,332,453

      他会計への繰出金 1,599,416

      その他 38,762

  経常収益 926,652

    使用料及び手数料 536,997

    その他 389,654

-

純経常行政コスト 19,147,681

  臨時損失 176,323

    災害復旧事業費 166,178

    その他 -

純行政コスト 19,322,566

至　平成29年3月31日

    その他 -

  臨時利益 1,438

    資産売却益 1,438

    資産除売却損 10,144

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額



【様式第3号】

自治体名：壱岐市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 81,083,427 109,702,290 -28,618,864

  純行政コスト（△） -19,322,566 -19,322,566

  財源 18,231,542 18,231,542

    税収等 13,957,342 13,957,342

    国県等補助金 4,274,200 4,274,200

  本年度差額 -1,091,024 -1,091,024

  固定資産等の変動（内部変動） -2,018,704 2,018,704

    有形固定資産等の増加 2,117,554 -2,117,554

    有形固定資産等の減少 -4,259,036 4,259,036

    貸付金・基金等の増加 1,022,562 -1,022,562

    貸付金・基金等の減少 -899,783 899,783

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 9,479 9,479

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,081,545 -2,009,225 927,680

本年度末純資産残高 80,001,882 107,693,065 -27,691,183

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29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：千円）

資金収支計算書
自　平成28年4月1日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 15,901,942

    業務費用支出 8,737,813

      人件費支出 4,421,088

      物件費等支出 4,038,679

      支払利息支出 226,488

      その他の支出 51,558

    移転費用支出 7,164,129

      補助金等支出 3,193,499

      社会保障給付支出 2,332,453

      他会計への繰出支出 1,599,416

      その他の支出 38,762

  業務収入 18,484,975

    税収等収入 13,940,857

    国県等補助金収入 3,624,191

    使用料及び手数料収入 537,089

    その他の収入 382,837

  臨時支出 166,178

    災害復旧事業費支出 166,178

    その他の支出 -

  臨時収入 94,768

業務活動収支 2,511,623

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,798,603

    公共施設等整備費支出 2,117,554

    基金積立金支出 631,049

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 50,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,108,190

    国県等補助金収入 555,240

    基金取崩収入 500,732

57,151

  財務活動収入 2,373,000

    地方債発行収入 2,373,000

    貸付金元金回収収入 50,727

    資産売却収入 1,492

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,690,413

【財務活動収支】

前年度末歳計外現金残高 58,125

本年度歳計外現金増減額 6,300

本年度末歳計外現金残高 64,425

本年度末現金預金残高 844,284

至　平成29年3月31日

    その他の収入 -

財務活動収支 -728,562

本年度資金収支額 92,647

前年度末資金残高 687,212

本年度末資金残高 779,859

  財務活動支出 3,101,562

    地方債償還支出 3,044,411

    その他の支出


