
【様式第1号】

自治体名：小松島市

会計：全体会計 （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 59,395,074,670   固定負債 26,244,861,193

    有形固定資産 56,542,786,397     地方債等 22,747,322,037

      事業用資産 24,730,099,421     長期未払金 -

        土地 9,849,669,990     退職手当引当金 2,250,094,524

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 33,129,924,059     その他 1,247,444,632

        建物減価償却累計額 -20,867,874,635   流動負債 2,909,931,872

        工作物 3,317,740,963     １年内償還予定地方債等 2,386,077,291

        工作物減価償却累計額 -1,786,808,152     未払金 49,908,642

        船舶 1,785,000     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,784,999     前受金 539,891

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 238,555,171

        航空機 -     預り金 38,099,197

        航空機減価償却累計額 -     その他 196,751,680

        その他 - 負債合計 29,154,793,065

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,087,447,195   固定資産等形成分 61,752,863,632

      インフラ資産 31,166,616,032   余剰分（不足分） -27,650,947,946

        土地 3,642,909,528   他団体出資等分 -

        建物 6,368,322,311

        建物減価償却累計額 -1,795,765,304

        工作物 51,247,259,419

        工作物減価償却累計額 -28,610,316,340

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 314,206,418

      物品 2,518,910,699

      物品減価償却累計額 -1,872,839,755

    無形固定資産 49,663,413

      ソフトウェア 49,663,413

      その他 -

    投資その他の資産 2,802,624,860

      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 -

      長期延滞債権 884,997,127

      長期貸付金 33,856,314

      基金 1,788,891,193

        減債基金 38,927,670

        その他 1,749,963,523

      その他 31,017,773

      徴収不能引当金 -24,911,271

  流動資産 3,861,634,081

    現金預金 1,074,237,325

    未収金 231,201,332

    短期貸付金 804,649

    基金 2,356,984,313

      財政調整基金 1,433,040,093

      減債基金 923,944,220

    棚卸資産 28,632,961

    その他 198,692,255

    徴収不能引当金 -28,918,754

  繰延資産 - 純資産合計 34,101,915,686

資産合計 63,256,708,751 負債及び純資産合計 63,256,708,751

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 2,852,770

    その他 3,950,962

純行政コスト 20,686,488,813

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 873,817

  臨時利益 6,803,732

  臨時損失 28,614,410

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 27,740,593

    使用料及び手数料 985,310,465

    その他 12,101,174,996

純経常行政コスト 20,664,678,135

      社会保障給付 3,142,116,848

      その他 14,378,172

  経常収益 13,086,485,461

        その他 9,097,847,991

    移転費用 14,087,235,006

      補助金等 10,930,739,986

      その他の業務費用 9,374,364,550

        支払利息 248,833,079

        徴収不能引当金繰入額 27,683,480

        維持補修費 379,883,912

        減価償却費 2,039,863,937

        その他 -

        その他 165,885,047

      物件費等 6,522,133,523

        物件費 4,102,385,674

        職員給与費 3,179,882,967

        賞与等引当金繰入額 236,815,342

        退職手当引当金繰入額 184,847,161

  経常費用 33,751,163,596

    業務費用 19,663,928,590

      人件費 3,767,430,517

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：小松島市

会計：全体会計 （単位：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 34,220,400,630 62,098,161,948 -27,877,761,318 -

  純行政コスト（△） -20,686,488,813 -20,686,488,813 -

  財源 20,425,945,010 20,425,945,010 -

    税収等 11,980,713,263 11,980,713,263 -

    国県等補助金 8,445,231,747 8,445,231,747 -

  本年度差額 -260,543,803 -260,543,803 -

  固定資産等の変動（内部変動） -487,949,155 487,949,155

    有形固定資産等の増加 2,116,744,254 -2,116,744,254

    有形固定資産等の減少 -2,067,586,539 2,067,586,539

    貸付金・基金等の増加 216,266,533 -216,266,533

    貸付金・基金等の減少 -753,373,403 753,373,403

  資産評価差額 4,500,000 4,500,000

  無償所管換等 106,038,285 106,038,285

  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 31,520,574 32,112,554 -591,980

  本年度純資産変動額 -118,484,944 -345,298,316 226,813,372 -

本年度末純資産残高 34,101,915,686 61,752,863,632 -27,650,947,946 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

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 1,074,237,325

財務活動収支 -102,330,525

本年度資金収支額 78,662,402

前年度末資金残高 957,475,726

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,036,138,128

    地方債等償還支出 2,585,178,494

    その他の支出 217,392,290

  財務活動収入 2,700,240,259

    地方債等発行収入 2,509,700,000

    その他の収入 190,540,259

    資産売却収入 2,852,770

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,092,480,241

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,802,570,784

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,279,920,179

    国県等補助金収入 541,950,032

    基金取崩収入 700,000,000

    貸付金元金回収収入 35,117,377

  投資活動支出 2,372,400,420

    公共施設等整備費支出 2,165,478,714

    基金積立金支出 188,921,706

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 18,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 10,169,858

  臨時収入 779,780

業務活動収支 1,273,473,168

【投資活動収支】

    税収等収入 11,947,982,228

    国県等補助金収入 7,951,640,814

    使用料及び手数料収入 974,833,228

    その他の収入 12,099,734,499

  臨時支出 10,169,858

    移転費用支出 14,087,429,050

      補助金等支出 10,930,739,986

      社会保障給付支出 3,142,116,848

      その他の支出 14,572,216

  業務収入 32,974,190,769

    業務費用支出 17,603,898,473

      人件費支出 3,757,027,076

      物件費等支出 4,513,360,148

      支払利息支出 248,833,079

      その他の支出 9,084,678,170

連結資金収支計算書
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 31,691,327,523


