
【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 58,225,039,460   固定負債 26,005,646,842

    有形固定資産 55,346,812,568     地方債等 22,414,137,817

      事業用資産 24,394,538,331     長期未払金 -

        土地 9,849,669,991     退職手当引当金 2,334,787,937

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 32,873,672,302     その他 1,256,721,088

        建物減価償却累計額 -20,754,259,456   流動負債 2,858,128,584

        工作物 3,380,681,382     １年内償還予定地方債等 2,412,384,220

        工作物減価償却累計額 -1,885,755,491     未払金 17,679,377

        船舶 1,785,000     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,784,999     前受金 182,226

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 239,855,802

        航空機 -     預り金 38,024,593

        航空機減価償却累計額 -     その他 150,002,366

        その他 - 負債合計 28,863,775,426

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 930,529,602   固定資産等形成分 59,764,862,160

      インフラ資産 30,358,839,028   余剰分（不足分） -26,988,447,276

        土地 3,501,825,682   他団体出資等分 -

        建物 6,368,322,311

        建物減価償却累計額 -1,959,232,364

        工作物 51,781,784,245

        工作物減価償却累計額 -29,617,164,737

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 283,303,891

      物品 2,486,700,339

      物品減価償却累計額 -1,893,265,130

    無形固定資産 36,916,261

      ソフトウェア 36,916,261

      その他 -

    投資その他の資産 2,841,310,631

      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 851,869,866

      長期貸付金 25,487,711

      基金 1,872,670,163

        減債基金 38,934,815

        その他 1,833,735,348

      その他 31,017,315

      徴収不能引当金 -28,508,148

  流動資産 3,415,150,850

    現金預金 1,458,547,723

    未収金 204,908,315

    短期貸付金 4,368,603

    基金 1,535,454,097

      財政調整基金 850,545,385

      減債基金 684,908,712

    棚卸資産 29,492,401

    その他 213,772,998

    徴収不能引当金 -31,393,287

  繰延資産 - 純資産合計 32,776,414,884

資産合計 61,640,190,310 負債及び純資産合計 61,640,190,310

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
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 36,646,053,306

    業務費用 21,762,084,121

      人件費 3,769,135,080

        職員給与費 3,164,413,123

        賞与等引当金繰入額 238,080,814

        退職手当引当金繰入額 197,040,428

        その他 169,600,715

      物件費等 7,496,316,886

        物件費 4,628,799,515

        維持補修費 807,221,027

        減価償却費 2,060,296,344

        その他 -

      その他の業務費用 10,496,632,155

        支払利息 223,779,980

        徴収不能引当金繰入額 27,329,950

        その他 10,245,522,225

    移転費用 14,883,969,185

      補助金等 11,620,937,041

      社会保障給付 3,231,108,846

      その他 31,923,298

  経常収益 14,715,464,662

    使用料及び手数料 920,950,151

    その他 13,794,514,511

純経常行政コスト 21,930,588,644

  臨時損失 178,611,865

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 178,467,031

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 144,834

  臨時利益 3,329,506

    資産売却益 3,159,703

    その他 169,803

純行政コスト 22,105,871,003



【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 34,101,915,686 61,752,863,632 -27,650,947,946 -

  純行政コスト（△） -22,105,871,003 -22,105,871,003 -

  財源 20,900,767,693 20,900,767,693 -

    税収等 12,093,965,905 12,093,965,905 -

    国県等補助金 8,806,801,788 8,806,801,788 -

  本年度差額 -1,205,103,310 -1,205,103,310 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,867,603,980 1,867,603,980

    有形固定資産等の増加 1,045,209,410 -1,045,209,410

    有形固定資産等の減少 -2,133,532,899 2,133,532,899

    貸付金・基金等の増加 287,735,277 -287,735,277

    貸付金・基金等の減少 -1,067,015,768 1,067,015,768

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -120,397,492 -120,397,492

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -1,325,500,802 -1,988,001,472 662,500,670 -

本年度末純資産残高 32,776,414,884 59,764,862,160 -26,988,447,276 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 34,580,578,991

    業務費用支出 19,695,763,753

      人件費支出 3,688,631,650

      物件費等支出 5,552,478,677

      支払利息支出 223,779,980

      その他の支出 10,230,873,446

    移転費用支出 14,884,815,238

      補助金等支出 11,621,083,094

      社会保障給付支出 3,231,108,846

      その他の支出 32,623,298

  業務収入 35,044,726,406

    税収等収入 12,055,380,448

    国県等補助金収入 8,290,194,681

    使用料及び手数料収入 909,934,981

    その他の収入 13,789,216,296

  臨時支出 144,834

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 144,834

  臨時収入 169,803

業務活動収支 464,172,384

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,328,974,095

    公共施設等整備費支出 1,054,225,341

    基金積立金支出 271,748,754

    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 1,602,623,924

    国県等補助金収入 558,203,089

    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 11,763,364

    その他の収入 -

投資活動収支 273,649,829

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,576,617,550

    地方債等償還支出 2,386,077,291

    その他の支出 190,540,259

  財務活動収入 2,223,180,339

    地方債等発行収入 2,079,200,000

    その他の収入 143,980,339

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 1,458,547,723

財務活動収支 -353,437,211

本年度資金収支額 384,385,002

前年度末資金残高 1,036,138,128

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,420,523,130


