
【様式第1号】

自治体名：壱岐市
会計：連結会計 （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 109,837,282   固定負債 28,412,639

    有形固定資産 102,028,315     地方債等 25,986,708

      事業用資産 27,407,700     長期未払金 -

        土地 5,894,830     退職手当引当金 1,739,113

        立木竹 60,937     損失補償等引当金 -

        建物 46,943,672     その他 686,818

        建物減価償却累計額 -26,647,204   流動負債 3,440,463

        工作物 740,188     １年内償還予定地方債等 2,984,489

        工作物減価償却累計額 -127,254     未払金 48,797

        船舶 221,582     未払費用 1,700

        船舶減価償却累計額 -214,878     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 230,552

        航空機 -     預り金 72,682

        航空機減価償却累計額 -     その他 102,243

        その他 17,714 負債合計 31,853,103

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 518,114   固定資産等形成分 115,306,088

      インフラ資産 73,560,774   余剰分（不足分） -29,745,654

        土地 276,879   他団体出資等分 -

        建物 2,811,745

        建物減価償却累計額 -960,831

        工作物 255,598,732

        工作物減価償却累計額 -184,900,736

        その他 1,325,219

        その他減価償却累計額 -820,717

        建設仮勘定 230,484

      物品 3,809,217

      物品減価償却累計額 -2,749,376

    無形固定資産 283,208

      ソフトウェア 281,988

      その他 1,220

    投資その他の資産 7,525,758

      投資及び出資金 569,726

        有価証券 60,799

        出資金 496,657

        その他 12,269

      長期延滞債権 537,393

      長期貸付金 1,608

      基金 6,433,475

        減債基金 -

        その他 6,433,475

      その他 12,860

      徴収不能引当金 -29,303

  流動資産 7,568,621

    現金預金 1,962,266

    未収金 158,452

    短期貸付金 -

    基金 5,468,807

      財政調整基金 2,305,861

      減債基金 3,162,946

    棚卸資産 18,718

    その他 297

    徴収不能引当金 -39,918

  繰延資産 7,634 純資産合計 85,560,434

資産合計 117,413,536 負債及び純資産合計 117,413,536

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：壱岐市
会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,454

    その他 792

純行政コスト 31,174,214

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,246

  臨時損失 176,439

    災害復旧事業費 166,178

    資産除売却損 10,260

    使用料及び手数料 941,348

    その他 628,969

純経常行政コスト 31,000,022

      社会保障給付 2,332,516

      その他 543,770

  経常収益 1,570,317

      他会計へ繰出金 274,252

        その他 218,544

    移転費用 18,694,832

      補助金等 15,544,295

      その他の業務費用 519,573

        支払利息 266,377

        徴収不能引当金繰入額 34,653

        維持補修費 468,714

        減価償却費 4,491,336

        その他 12,223

        その他 981,101

      物件費等 9,191,443

        物件費 4,219,171

        職員給与費 2,953,952

        賞与等引当金繰入額 229,437

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 32,570,339

    業務費用 13,875,506

      人件費 4,164,490

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29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：千円）

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 86,558,662 117,367,838 -30,809,176 -

  純行政コスト（△） -31,174,214 -31,174,214 -

  財源 30,157,947 30,157,947 -

    税収等 22,668,712 22,668,712 -

    国県等補助金 7,489,235 7,489,235 -

  本年度差額 -1,016,267 -1,016,267 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,071,229 2,071,229

    有形固定資産等の増加 2,256,121 -2,256,121

    有形固定資産等の減少 -4,500,621 4,500,621

    貸付金・基金等の増加 1,422,358 -1,422,358

    貸付金・基金等の減少 -1,249,088 1,249,088

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 9,479 9,479

  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 8,560 - 8,560

  本年度純資産変動額 -998,228 -2,061,750 1,063,522 -

本年度末純資産残高 85,560,434 115,306,088 -29,745,654 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

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 1,962,266

財務活動収支 -775,144

本年度資金収支額 202,401

前年度末資金残高 1,695,441

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,897,842

    地方債等償還支出 3,148,239

    その他の支出 57,620

  財務活動収入 2,430,715

    地方債等発行収入 2,417,500

    その他の収入 13,215

    資産売却収入 1,546

    その他の収入 3,747

投資活動収支 -1,834,759

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,205,859

    その他の支出 722

  投資活動収入 1,211,068

    国県等補助金収入 614,717

    基金取崩収入 540,331

    貸付金元金回収収入 50,727

  投資活動支出 3,045,827

    公共施設等整備費支出 2,253,373

    基金積立金支出 741,732

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 50,000

    災害復旧事業費支出 166,178

    その他の支出 -

  臨時収入 247,133

業務活動収支 2,812,304

【投資活動収支】

    税収等収入 22,642,843

    国県等補助金収入 6,767,949

    使用料及び手数料収入 788,540

    その他の収入 620,873

  臨時支出 166,178

    移転費用支出 18,696,332

      補助金等支出 15,544,295

      社会保障給付支出 2,332,516

      その他の支出 545,270

  業務収入 30,820,205

      他会計への繰出支出 274,252

    業務費用支出 9,392,523

      人件費支出 4,221,691

      物件費等支出 4,700,255

      支払利息支出 266,377

      その他の支出 204,201

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 28,088,856


