
【様式第1号】

自治体名：壱岐市
会計：全体会計 （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 109,065,426   固定負債 27,935,169

    有形固定資産 101,852,330     地方債等 25,985,201

      事業用資産 27,263,815     長期未払金 -

        土地 5,829,023     退職手当引当金 1,263,317

        立木竹 53,242     損失補償等引当金 -

        建物 46,863,517     その他 686,651

        建物減価償却累計額 -26,611,638   流動負債 3,383,223

        工作物 738,824     １年内償還予定地方債等 2,982,989

        工作物減価償却累計額 -127,254     未払金 4,257

        船舶 221,582     未払費用 -

        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 230,070

        航空機 -     預り金 64,425

        航空機減価償却累計額 -     その他 101,482

        その他 - 負債合計 31,318,392

        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 114,501,268

      インフラ資産 73,560,774   余剰分（不足分） -29,660,216

        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 3,774,737

      物品減価償却累計額 -2,746,997

    無形固定資産 281,724

      ソフトウェア 281,724

      その他 -

    投資その他の資産 6,931,372

      投資及び出資金 548,843

        有価証券 41,186

        出資金 507,657

        その他 -

      長期延滞債権 537,393

      長期貸付金 1,608

      基金 5,872,832

        減債基金 -

        その他 5,872,832

      その他 -

      徴収不能引当金 -29,303

  流動資産 7,094,017

    現金預金 1,533,494

    未収金 149,056

    短期貸付金 -

    基金 5,435,842

      財政調整基金 2,272,896

      減債基金 3,162,946

    棚卸資産 15,544

    その他 -

    徴収不能引当金 -39,918

  繰延資産 - 純資産合計 84,841,052

資産合計 116,159,444 負債及び純資産合計 116,159,444

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,438

    その他 792

純行政コスト 27,263,082

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,230

  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 788,982

    その他 491,479

純経常行政コスト 27,088,873

      社会保障給付 2,332,453

      その他 46,241

  経常収益 1,280,461

      他会計へ繰出金 274,252

        その他 135,732

    移転費用 14,417,610

      補助金等 11,764,665

      その他の業務費用 436,761

        支払利息 266,377

        徴収不能引当金繰入額 34,653

        維持補修費 457,124

        減価償却費 4,482,373

        その他 8,937

        その他 942,901

      物件費等 8,969,983

        物件費 4,021,548

        職員給与費 2,889,967

        賞与等引当金繰入額 228,951

        退職手当引当金繰入額 483,161

  経常費用 28,369,335

    業務費用 13,951,724

      人件費 4,544,980

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：全体会計 （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 85,917,633 116,600,214 -30,682,581 -

  純行政コスト（△） -27,263,082 -27,263,082 -

  財源 26,166,963 26,166,963 -

    税収等 18,706,603 18,706,603 -

    国県等補助金 7,460,360 7,460,360 -

  本年度差額 -1,096,119 -1,096,119 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,108,425 2,108,425

    有形固定資産等の増加 2,241,173 -2,241,173

    有形固定資産等の減少 -4,492,688 4,492,688

    貸付金・基金等の増加 1,392,140 -1,392,140

    貸付金・基金等の減少 -1,249,050 1,249,050

  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 10,060 - 10,060

  本年度純資産変動額 -1,076,581 -2,098,945 1,022,365 -

本年度末純資産残高 84,841,052 114,501,268 -29,660,216 -

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：全体会計 （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 1,533,494

財務活動収支 -776,175

本年度資金収支額 122,749

前年度末資金残高 1,346,320

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,469,069

    地方債等償還支出 3,148,239

    その他の支出 57,151

  財務活動収入 2,429,215

    地方債等発行収入 2,417,500

    その他の収入 11,715

    資産売却収入 1,492

    その他の収入 3,747

投資活動収支 -1,789,647

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,205,390

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,179,919

    国県等補助金収入 614,717

    基金取崩収入 509,237

    貸付金元金回収収入 50,727

  投資活動支出 2,969,567

    公共施設等整備費支出 2,238,425

    基金積立金支出 681,142

    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 94,768

業務活動収支 2,688,571

【投資活動収支】

    税収等収入 18,680,734

    国県等補助金収入 6,739,074

    使用料及び手数料収入 788,540

    その他の収入 483,683

  臨時支出 166,178

    移転費用支出 14,417,610

      補助金等支出 11,764,665

      社会保障給付支出 2,332,453

      その他の支出 46,241

  業務収入 26,692,031

      他会計への繰出支出 274,252

    業務費用支出 9,514,438

      人件費支出 4,632,223

      物件費等支出 4,494,450

      支払利息支出 266,377

      その他の支出 121,389

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 23,932,049


