
【様式第1号】

自治体名：小松島市

会計：連結会計 （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 59,871,250,783   固定負債 26,845,975,756

    有形固定資産 57,014,677,671     地方債等 23,329,544,406

      事業用資産 25,063,590,141     長期未払金 -

        土地 9,935,174,127     退職手当引当金 2,267,235,893

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 33,713,350,747     その他 1,249,195,457

        建物減価償却累計額 -21,204,730,370   流動負債 2,921,628,712

        工作物 3,331,444,076     １年内償還予定地方債等 2,396,169,721

        工作物減価償却累計額 -1,799,095,635     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 239,338,329

        航空機 -     預り金 38,480,300

        航空機減価償却累計額 -     その他 197,191,829

        その他 - 負債合計 29,767,604,468

        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 62,536,164,488

      インフラ資産 31,223,580,536   余剰分（不足分） -24,577,779,813

        土地 3,648,189,349   他団体出資等分 -

        建物 6,389,669,032

        建物減価償却累計額 -1,808,283,685

        工作物 51,295,854,011

        工作物減価償却累計額 -28,616,054,589

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 314,206,418

      物品 4,862,164,101

      物品減価償却累計額 -4,134,657,107

    無形固定資産 49,867,679

      ソフトウェア 49,867,679

      その他 -

    投資その他の資産 2,806,705,433

      投資及び出資金 78,773,724

        有価証券 4,742,602

        出資金 74,031,122

        その他 -

      長期延滞債権 885,291,175

      長期貸付金 33,856,314

      基金 1,802,677,718

        減債基金 38,927,670

        その他 1,763,750,048

      その他 31,017,773

      徴収不能引当金 -24,911,271

  流動資産 7,854,738,360

    現金預金 4,221,664,720

    未収金 231,752,255

    短期貸付金 804,649

    基金 2,664,109,056

      財政調整基金 1,740,164,836

      減債基金 923,944,220

    棚卸資産 566,634,179

    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 37,958,384,675

資産合計 67,725,989,143 負債及び純資産合計 67,725,989,143

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 2,852,770

    その他 779,780

純行政コスト 25,887,863,853

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 873,817

  臨時利益 3,632,550

  臨時損失 28,644,114

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 27,770,297

    使用料及び手数料 1,004,965,266

    その他 12,284,512,594

純経常行政コスト 25,862,852,289

      社会保障給付 3,142,116,848

      その他 14,812,761

  経常収益 13,289,477,860

        その他 9,215,819,813

    移転費用 18,895,298,790

      補助金等 15,738,035,236

      その他の業務費用 9,492,479,030

        支払利息 248,975,737

        徴収不能引当金繰入額 27,683,480

        維持補修費 379,886,570

        減価償却費 2,072,331,291

        その他 167,456,877

        その他 166,303,794

      物件費等 6,959,419,769

        物件費 4,339,745,031

        職員給与費 3,215,989,101

        賞与等引当金繰入額 237,598,500

        退職手当引当金繰入額 185,241,165

  経常費用 39,152,330,149

    業務費用 20,257,031,359

      人件費 3,805,132,560

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：連結会計 （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 38,043,628,409 62,881,162,205 -24,837,533,796 -

  純行政コスト（△） -25,887,863,853 -25,887,863,853 -

  財源 25,663,109,478 25,663,109,478 -

    税収等 14,468,937,747 14,468,937,747 -

    国県等補助金 11,194,171,731 11,194,171,731 -

  本年度差額 -224,754,375 -224,754,375 -

  固定資産等の変動（内部変動） -484,439,679 484,439,679

    有形固定資産等の増加 2,144,003,315 -2,144,003,315

    有形固定資産等の減少 -2,099,817,150 2,099,817,150

    貸付金・基金等の増加 242,781,439 -242,781,439

    貸付金・基金等の減少 -771,407,283 771,407,283

  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 -2,548,218 -3,208,877 660,659 -

  その他 31,520,574 32,112,554 -591,980

  本年度純資産変動額 -85,243,734 -344,997,717 259,753,983 -

本年度末純資産残高 37,958,384,675 62,536,164,488 -24,577,779,813 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 41,740,516

本年度歳計外現金増減額 -3,260,216

本年度末歳計外現金残高 38,480,300

本年度末現金預金残高 4,221,664,720

財務活動収支 -255,541,527

本年度資金収支額 129,698,056

前年度末資金残高 4,054,103,341

比例連結割合変更に伴う差額 -616,977

本年度末資金残高 4,183,184,420

    地方債等償還支出 2,753,271,094

    その他の支出 217,510,692

  財務活動収入 2,715,240,259

    地方債等発行収入 2,524,700,000

    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 -1,125,664,185

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,970,781,786

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,297,077,898

    国県等補助金収入 541,950,032

    基金取崩収入 717,157,719

    貸付金元金回収収入 35,117,377

  投資活動支出 2,422,742,083

    公共施設等整備費支出 2,188,684,429

    基金積立金支出 216,057,654

    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 1,510,903,768

【投資活動収支】

    税収等収入 14,436,206,712

    国県等補助金収入 10,700,580,798

    使用料及び手数料収入 994,488,029

    その他の収入 12,282,552,364

  臨時支出 10,169,858

    移転費用支出 18,895,492,834

      補助金等支出 15,738,035,236

      社会保障給付支出 3,142,116,848

      その他の支出 15,006,805

  業務収入 38,413,827,903

    業務費用支出 17,998,041,223

      人件費支出 3,794,989,690

      物件費等支出 4,751,425,804

      支払利息支出 248,975,737

      その他の支出 9,202,649,992

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 36,893,534,057


