
隠岐広域連合/ 連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 10,194,332,984      　固定負債 3,968,139,179       
　　有形固定資産 7,691,691,479       　　地方債 1,933,855,131       
　　　事業用資産 5,966,193,921       　　長期未払金 -                        
　　　　土地 633,406,118          　　退職手当引当金 1,927,342,663       
　　　　立木竹 -                        　　損失補償等引当金 -                        
　　　　建物 5,679,176,344       　　その他 106,941,385          
　　　　建物減価償却累計額 -1,945,876,516      　流動負債 377,765,943          
　　　　工作物 379,317,550          　　1年内償還予定地方債 116,688,796          
　　　　工作物減価償却累計額 -77,835,375          　　未払金 179,025,033          
　　　　船舶 3,441,375,000       　　未払費用 -                        
　　　　船舶減価償却累計額 -2,146,620,000      　　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 75,233,404           
　　　　航空機 -                        　　預り金 6,338,548             
　　　　航空機減価償却累計額 -                        　　その他 480,162               
　　　　その他 -                        負債合計 4,345,905,122       
　　　　その他減価償却累計額 -                        【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 3,250,800             　固定資産等形成分 10,307,759,337      
　　　インフラ資産 -                        　余剰分（不足分） -3,128,847,812      
　　　　土地 -                        　他団体出資等分 -                        
　　　　建物 -                        
　　　　建物減価償却累計額 -                        
　　　　工作物 -                        
　　　　工作物減価償却累計額 -                        
　　　　その他 -                        
　　　　その他減価償却累計額 -                        
　　　　建設仮勘定 -                        
　　　物品 3,661,629,472       
　　　物品減価償却累計額 -1,936,131,914      
　　無形固定資産 1,062,720             
　　　ソフトウェア -                        
　　　その他 1,062,720             
　　投資その他の資産 2,501,578,785       
　　　投資及び出資金 -                        
　　　　有価証券 -                        
　　　　出資金 -                        
　　　　その他 -                        
　　　投資損失引当金 -                        
　　　長期延滞債権 4,429,320             
　　　長期貸付金 171,037,025          
　　　基金 2,191,516,892       
　　　　減債基金 -                        
　　　　その他 2,191,516,892       
　　　その他 136,376,830          
　　　徴収不能引当金 -1,781,282           
　流動資産 1,330,483,663       
　　現金預金 518,179,364          
　　未収金 635,661,160          
　　短期貸付金 -                        
　　基金 113,426,353          
　　　財政調整基金 113,426,353          
　　　減債基金 -                        
　　棚卸資産 64,617,377           
　　その他 147,866               
　　徴収不能引当金 -1,548,457           純資産合計 7,178,911,525       

資産合計 11,524,816,647      負債及び純資産合計 11,524,816,647      

 連結貸借対照表
平成２９年３月３１日現在



隠岐広域連合/ 連結会計 （単位：円）

科目 金額

　経常費用 8,897,835,369                 

　　業務費用 5,761,975,493                 

　　　人件費 2,896,942,645                 

　　　　職員給与費 2,793,302,077                 

　　　　賞与等引当金繰入額 75,233,404                     

　　　　退職手当引当金繰入額 26,145,829                     

　　　　その他 2,261,335                      

　　　物件費等 2,614,151,362                 

　　　　物件費 1,583,938,726                 

　　　　維持補修費 24,714,446                     

　　　　減価償却費 871,172,647                   

　　　　その他 134,325,543                   

　　　その他の業務費用 250,881,486                   

　　　　支払利息 30,387,862                     

　　　　徴収不能引当金繰入額 1,781,282                      

　　　　その他 218,712,342                   

　　移転費用 3,135,859,876                 

　　　補助金等 3,128,310,976                 

　　　社会保障給付 -                                 

　　　他会計への繰出金 -                                 

　　　その他 7,548,900                      

　経常収益 2,855,453,575                 

　　使用料及び手数料 2,725,550,349                 

　　その他 129,903,226                   

純経常行政コスト 6,042,381,794                 

　臨時損失 223,385,404                   

　　災害復旧事業費 -                                 

　　資産除売却損 962,329                        

　　投資損失引当金繰入額 -                                 

　　損失補償等引当金繰入額 -                                 

　　その他 222,423,075                   

　臨時利益 -                                 

　　資産売却益 -                                 

　　その他 -                                 

純行政コスト 6,265,767,198                 

 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



隠岐広域連合/ 連結会計 （単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分

等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 7,791,757,454          9,432,671,865          -1,640,914,411         -                           

　純行政コスト（△） -6,265,767,198         -6,265,767,198         -                           

　財源 5,515,967,568          5,515,967,568          -                           

　　税収等 4,134,100,512          4,134,100,512          -                           

　　国県等補助金 1,381,867,056          1,381,867,056          -                           

　本年度差額 -749,799,630           -749,799,630           -                           

　固定資産等の変動（内部変動） -812,129,317           812,129,317             

　　有形固定資産等の増加 98,156,329              -98,156,329             

　　有形固定資産等の減少 -872,134,976           872,134,976             

　　貸付金・基金等の増加 37,811,942              -37,811,942             

　　貸付金・基金等の減少 -75,962,612             75,962,612              

　資産評価差額 -                           -                           

　無償所管換等 25,830,552              25,830,552              

　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 1                           -                           1                           -                           

　その他 111,123,148             1,661,386,237          -1,550,263,089         -                           

　本年度純資産変動額 -612,845,929           875,087,472             -1,487,933,401         -                           

本年度末純資産残高 7,178,911,525          10,307,759,337         -3,128,847,812         -                           

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

他団体出資等分



隠岐広域連合/ 連結会計 （単位：円）

【業務活動収支】
  業務支出 8,068,405,233            
　　業務費用支出 4,932,545,357            
　　　人件費支出 2,870,006,299            
　　　物件費等支出 1,843,206,826            
　　　支払利息支出 30,387,862                
　　　その他の支出 188,944,370              
　　移転費用支出 3,135,859,876            
　　　補助金等支出 3,128,310,976            
　　　社会保障給付支出 -                             
　　　他会計への繰出支出 -                             
　　　その他の支出 7,548,900                  
　業務収入 8,180,418,538            
　　税収等収入 3,965,523,709            
　　国県等補助金収入 1,381,867,056            
　　使用料及び手数料収入 2,709,421,926            
　　その他の収入 123,605,847              
　臨時支出 222,423,075              
　　災害復旧事業費支出 -                             
　　その他の支出 222,423,075              
　臨時収入 -                             
業務活動収支 -110,409,770             
【投資活動収支】
　投資活動支出 169,759,368              
　　公共施設等整備費支出 132,227,905              
　　基金積立金支出 18,081,463                
　　投資及び出資金支出 -                             
　　貸付金支出 19,450,000                
　　その他の支出 -                             
　投資活動収入 142,933,133              
　　国県等補助金収入 43,342,000                
　　基金取崩収入 6,088,795                  
　　貸付金元金回収収入 80,833,338                
　　資産売却収入 -                             
　　その他の収入 12,669,000                
投資活動収支 -26,826,235              
【財務活動収支】
　財務活動支出 194,480,475              
　　地方債償還支出 194,480,475              
　　その他の支出 -                             
　財務活動収入 216,635,000              
　　地方債発行収入 55,100,000                
　　その他の収入 161,535,000              
財務活動収支 22,154,525                
本年度資金収支額 -115,081,480             
前年度末資金残高 629,862,592              
比例連結割合変更に伴う差額 -                             
本年度末資金残高 514,781,112              

前年度末歳計外現金残高 3,997,152                  
本年度歳計外現金増減額 -598,900                  
比例連結割合変更に伴う差額 -                             
本年度末歳計外現金残高 3,398,252                  
本年度末現金預金残高 518,179,364              

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 金額
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