
【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 44,650,154,049   固定負債 17,334,406,927

    有形固定資産 43,611,346,527     地方債 15,102,826,294

      事業用資産 24,035,914,849     長期未払金 -

        土地 9,789,869,991     退職手当引当金 2,231,580,633

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 32,873,672,302     その他 -

        建物減価償却累計額 -20,754,259,456   流動負債 2,388,522,423

        工作物 3,081,928,505     １年内償還予定地方債 1,992,888,891

        工作物減価償却累計額 -1,875,868,280     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 213,628,600

        航空機 -     預り金 38,024,593

        航空機減価償却累計額 -     その他 143,980,339

        その他 - 負債合計 19,722,929,350

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 920,571,786   固定資産等形成分 46,046,580,589

      インフラ資産 19,325,438,878   余剰分（不足分） -18,963,591,439

        土地 3,163,736,309

        建物 198,305,432

        建物減価償却累計額 -137,293,186

        工作物 40,863,662,596

        工作物減価償却累計額 -24,847,666,463

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 84,694,190

      物品 1,289,737,260

      物品減価償却累計額 -1,039,744,460

    無形固定資産 26,180,024

      ソフトウェア 26,180,024

      その他 -

    投資その他の資産 1,012,627,498

      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 715,773,722

      長期貸付金 25,487,711

      基金 202,745,985

        減債基金 -

        その他 202,745,985

      その他 -

      徴収不能引当金 -20,153,644

  流動資産 2,155,764,451

    現金預金 467,788,733

    未収金 80,909,426

    短期貸付金 4,368,603

    基金 1,392,057,937

      財政調整基金 707,149,225

      減債基金 684,908,712

    棚卸資産 -

    その他 213,772,998

    徴収不能引当金 -3,133,246 純資産合計 27,082,989,150

資産合計 46,805,918,500 負債及び純資産合計 46,805,918,500

貸借対照表
（令和2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31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 14,915,687,707

    業務費用 8,100,716,083

      人件費 3,337,014,844

        職員給与費 2,772,915,457

        賞与等引当金繰入額 213,628,600

        退職手当引当金繰入額 189,154,072

        その他 161,316,715

      物件費等 4,538,724,941

        物件費 2,180,399,735

        維持補修費 733,422,421

        減価償却費 1,624,902,785

        その他 -

      その他の業務費用 224,976,298

        支払利息 90,876,264

        徴収不能引当金繰入額 15,482,388

        その他 118,617,646

    移転費用 6,814,971,624

      補助金等 2,092,349,125

      社会保障給付 3,231,108,846

      他会計への繰出金 1,470,289,570

      その他 21,224,083

  経常収益 461,876,102

    使用料及び手数料 248,456,335

    その他 213,419,767

純経常行政コスト 14,453,811,605

  臨時損失 160,475,025

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 160,475,025

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 14,612,775,266

    その他 -

  臨時利益 1,511,364

    資産売却益 1,511,364



【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 28,738,648,347 47,920,959,524 -19,182,311,177

  純行政コスト（△） -14,612,775,266 -14,612,775,266

  財源 13,079,764,120 13,079,764,120

    税収等 9,054,440,007 9,054,440,007

    国県等補助金 4,025,324,113 4,025,324,113

  本年度差額 -1,533,011,146 -1,533,011,146

  固定資産等の変動（内部変動） -1,751,730,884 1,751,730,884

    有形固定資産等の増加 802,916,824 -802,916,824

    有形固定資産等の減少 -1,672,197,844 1,672,197,844

    貸付金・基金等の増加 184,296,817 -184,296,817

    貸付金・基金等の減少 -1,066,746,681 1,066,746,681

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -122,648,051 -122,648,051

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,655,659,197 -1,874,378,935 218,719,738

本年度末純資産残高 27,082,989,150 46,046,580,589 -18,963,591,439

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 13,295,736,627

    業務費用支出 6,480,765,003

      人件費支出 3,259,003,772

      物件費等支出 3,027,002,122

      支払利息支出 90,876,264

      その他の支出 103,882,845

    移転費用支出 6,814,971,624

      補助金等支出 2,092,349,125

      社会保障給付支出 3,231,108,846

      他会計への繰出支出 1,470,289,570

      その他の支出 21,224,083

  業務収入 13,028,182,135

    税収等収入 9,047,103,937

    国県等補助金収入 3,525,300,490

    使用料及び手数料収入 241,882,645

    その他の収入 213,895,063

  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 -267,554,492

【投資活動収支】

  投資活動支出 975,975,845

    公共施設等整備費支出 802,916,824

    基金積立金支出 170,059,021

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,534,192,458

    国県等補助金収入 500,023,623

    基金取崩収入 1,009,500,000

    貸付金元金回収収入 23,157,471

    資産売却収入 1,511,364

    その他の収入 -

投資活動収支 558,216,613

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,167,094,782

    地方債償還支出 1,976,554,523

    その他の支出 190,540,259

  財務活動収入 1,870,880,339

    地方債発行収入 1,726,900,000

前年度末歳計外現金残高 38,099,197

本年度歳計外現金増減額 -74,604

本年度末歳計外現金残高 38,024,593

本年度末現金預金残高 467,788,733

    その他の収入 143,980,339

財務活動収支 -296,214,443

本年度資金収支額 -5,552,322

前年度末資金残高 435,316,462

本年度末資金残高 429,764,140


