
【様式第1号】

自治体名：小松島市

会計：一般会計等 （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 45,706,422,293   固定負債 17,521,145,657

    有形固定資産 44,593,212,505     地方債 15,368,815,185

      事業用資産 24,355,567,559     長期未払金 -

        土地 9,789,869,990     退職手当引当金 2,152,330,472

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 33,129,924,059     その他 -

        建物減価償却累計額 -20,867,874,635   流動負債 2,420,061,668

        工作物 3,018,988,086     １年内償還予定地方債 1,976,554,523

        工作物減価償却累計額 -1,783,704,321     未払金 -

        船舶 1,785,000     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,784,999     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 214,867,689

        航空機 -     預り金 38,099,197

        航空機減価償却累計額 -     その他 190,540,259

        その他 - 負債合計 19,941,207,325

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,068,364,379   固定資産等形成分 47,920,959,524

      インフラ資産 19,927,626,500   余剰分（不足分） -19,182,311,177

        土地 3,161,019,387

        建物 198,305,432

        建物減価償却累計額 -134,210,080

        工作物 40,511,485,704

        工作物減価償却累計額 -24,021,379,740

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 212,405,797

      物品 1,372,001,099

      物品減価償却累計額 -1,061,982,653

    無形固定資産 36,243,117

      ソフトウェア 36,243,117

      その他 -

    投資その他の資産 1,076,966,671

      投資及び出資金 88,773,724

        有価証券 4,742,602

        出資金 84,031,122

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 749,311,819

      長期貸付金 33,856,314

      基金 220,512,319

        減債基金 -

        その他 220,512,319

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,487,505

  流動資産 2,973,433,379

    現金預金 473,415,659

    未収金 91,645,713

    短期貸付金 804,649

    基金 2,213,732,582

      財政調整基金 1,289,788,362

      減債基金 923,944,220

    棚卸資産 -

    その他 198,692,255

    徴収不能引当金 -4,857,479 純資産合計 28,738,648,347

資産合計 48,679,855,672 負債及び純資産合計 48,679,855,672

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：小松島市

会計：一般会計等 （単位：円）

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

  経常費用 13,781,883,231

    業務費用 7,337,478,881

      人件費 3,323,016,133

        職員給与費 2,774,939,640

        賞与等引当金繰入額 214,867,689

        退職手当引当金繰入額 174,213,757

        その他 158,995,047

      物件費等 3,769,605,785

        物件費 1,781,864,323

        維持補修費 372,953,312

        減価償却費 1,614,788,150

        その他 -

      その他の業務費用 244,856,963

        支払利息 109,088,025

        徴収不能引当金繰入額 13,579,486

        その他 122,189,452

    移転費用 6,444,404,350

      補助金等 1,845,532,896

      社会保障給付 3,142,116,848

      他会計への繰出金 1,452,344,951

      その他 4,409,655

  経常収益 389,822,083

    使用料及び手数料 254,153,865

    その他 135,668,218

純経常行政コスト 13,392,061,148

  臨時損失 18,444,552

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 18,444,552

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,171,182

純行政コスト 13,404,481,748

    その他 -

  臨時利益 6,023,952

    資産売却益 2,852,770



【様式第3号】

自治体名：小松島市

会計：一般会計等 （単位：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 29,195,550,147 48,456,620,415 -19,261,070,268

  純行政コスト（△） -13,404,481,748 -13,404,481,748

  財源 12,806,516,754 12,806,516,754

    税収等 8,984,183,346 8,984,183,346

    国県等補助金 3,822,333,408 3,822,333,408

  本年度差額 -597,964,994 -597,964,994

  固定資産等の変動（内部変動） -676,724,085 676,724,085

    有形固定資産等の増加 1,516,605,803 -1,516,605,803

    有形固定資産等の減少 -1,633,232,702 1,633,232,702

    貸付金・基金等の増加 191,741,196 -191,741,196

    貸付金・基金等の減少 -751,838,382 751,838,382

  資産評価差額 4,500,000 4,500,000

  無償所管換等 104,450,640 104,450,640

  その他 32,112,554 32,112,554 -

  本年度純資産変動額 -456,901,800 -535,660,891 78,759,091

本年度末純資産残高 28,738,648,347 47,920,959,524 -19,182,311,177

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：小松島市

会計：一般会計等 （単位：円）

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 12,129,694,057

    業務費用支出 5,685,289,707

      人件費支出 3,302,549,880

      物件費等支出 2,154,817,635

      支払利息支出 109,088,025

      その他の支出 118,834,167

    移転費用支出 6,444,404,350

      補助金等支出 1,845,532,896

      社会保障給付支出 3,142,116,848

      他会計への繰出支出 1,452,344,951

      その他の支出 4,409,655

  業務収入 12,691,691,174

    税収等収入 8,980,140,369

    国県等補助金収入 3,324,820,833

    使用料及び手数料収入 251,877,576

    その他の収入 134,852,396

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 561,997,117

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,699,557,066

    公共施設等整備費支出 1,516,605,803

    基金積立金支出 164,951,263

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 18,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,235,482,722

    国県等補助金収入 497,512,575

    基金取崩収入 700,000,000

    貸付金元金回収収入 35,117,377

    資産売却収入 2,852,770

    その他の収入 -

投資活動収支 -464,074,344

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,431,814,683

    地方債償還支出 2,214,422,393

    その他の支出 217,392,290

  財務活動収入 2,376,540,259

    地方債発行収入 2,186,000,000

前年度末歳計外現金残高 41,193,100

本年度歳計外現金増減額 -3,093,903

本年度末歳計外現金残高 38,099,197

本年度末現金預金残高 473,415,659

    その他の収入 190,540,259

財務活動収支 -55,274,424

本年度資金収支額 42,648,349

前年度末資金残高 392,668,113

本年度末資金残高 435,316,462


