
【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 58,700,874,648   固定負債 26,441,480,345

    有形固定資産 55,817,902,185     地方債等 22,848,626,137

      事業用資産 24,733,237,308     長期未払金 -

        土地 9,936,530,750     退職手当引当金 2,334,787,937

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 33,464,209,154     その他 1,258,066,271

        建物減価償却累計額 -21,107,489,879   流動負債 2,872,022,519

        工作物 3,394,627,583     １年内償還予定地方債等 2,422,656,152

        工作物減価償却累計額 -1,898,520,868     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 240,760,604

        航空機 -     預り金 40,290,132

        航空機減価償却累計額 -     その他 150,454,028

        その他 - 負債合計 29,313,502,864

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 943,880,567   固定資産等形成分 60,581,898,257

      インフラ資産 30,415,314,250   余剰分（不足分） -26,703,636,144

        土地 3,507,104,864   他団体出資等分 -

        建物 6,389,666,447

        建物減価償却累計額 -1,972,325,520

        工作物 51,830,525,235

        工作物減価償却累計額 -29,624,117,130

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 284,460,354

      物品 4,846,574,407

      物品減価償却累計額 -4,177,223,780

    無形固定資産 37,147,637

      ソフトウェア 37,147,637

      その他 -

    投資その他の資産 2,845,824,826

      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 852,648,838

      長期貸付金 25,487,711

      基金 1,886,405,386

        減債基金 38,934,815

        その他 1,847,470,571

      その他 31,017,315

      徴収不能引当金 -28,508,148

  流動資産 4,490,890,329

    現金預金 1,794,967,371

    未収金 204,926,995

    短期貸付金 4,368,603

    基金 1,876,655,006

      財政調整基金 1,191,746,294

      減債基金 684,908,712

    棚卸資産 427,592,643

    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 33,878,262,113

資産合計 63,191,764,977 負債及び純資産合計 63,191,764,977

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：連結会計 （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 42,298,352,424

    業務費用 22,363,907,609

      人件費 3,783,227,671

        職員給与費 3,177,176,360

        賞与等引当金繰入額 238,985,616

        退職手当引当金繰入額 197,040,428

        その他 170,025,267

      物件費等 7,970,894,283

        物件費 4,925,664,526

        維持補修費 807,229,962

        減価償却費 2,096,997,046

        その他 141,002,749

      その他の業務費用 10,609,785,655

        支払利息 223,892,977

        徴収不能引当金繰入額 27,329,950

        その他 10,358,562,728

    移転費用 19,934,444,815

      補助金等 16,657,699,501

      社会保障給付 3,244,078,994

      その他 32,346,647

  経常収益 14,762,764,287

    使用料及び手数料 940,780,414

    その他 13,821,983,873

純経常行政コスト 27,535,588,137

  臨時損失 178,611,866

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 178,467,032

    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 27,710,870,497



【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 37,958,384,675 62,536,164,488 -24,577,779,813 -

  純行政コスト（△） -27,710,870,497 -27,710,870,497 -

  財源 26,420,510,661 26,420,510,661 -

    税収等 14,733,884,625 14,733,884,625 -

    国県等補助金 11,686,626,036 11,686,626,036 -

  本年度差額 -1,290,359,836 -1,290,359,836 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,844,278,018 1,844,278,018

    有形固定資産等の増加 1,115,131,524 -1,115,131,524

    有形固定資産等の減少 -2,210,721,145 2,210,721,145

    貸付金・基金等の増加 322,744,088 -322,744,088

    貸付金・基金等の減少 -1,071,432,485 1,071,432,485

  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 24,109,425 12,841,312 11,268,113 -

  その他 -2,693,474,659 -2,432,033 -2,691,042,626

  本年度純資産変動額 -4,080,122,562 -1,954,266,231 -2,125,856,331 -

本年度末純資産残高 33,878,262,113 60,581,898,257 -26,703,636,144 -

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：連結会計 （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 40,056,166,983

    業務費用支出 20,120,876,115

      人件費支出 3,702,614,791

      物件費等支出 5,850,454,398

      支払利息支出 223,892,977

      その他の支出 10,343,913,949

    移転費用支出 19,935,290,868

      補助金等支出 16,657,845,554

      社会保障給付支出 3,244,078,994

      その他の支出 33,046,647

  業務収入 40,593,177,479

    税収等収入 14,694,087,466

    国県等補助金収入 11,170,018,929

    使用料及び手数料収入 929,765,244

    その他の収入 13,799,305,840

  臨時支出 2,691,187,460

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 2,691,187,460

  臨時収入 169,803

業務活動収支 -2,154,007,161

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,392,051,927

    公共施設等整備費支出 1,083,659,969

    基金積立金支出 305,391,958

    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 1,607,362,457

    国県等補助金収入 558,203,089

    基金取崩収入 1,013,026,831

    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 1,211,702

投資活動収支 215,310,530

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,725,341,144

    地方債等償還支出 2,534,349,223

    その他の支出 190,991,921

  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 38,480,300

本年度歳計外現金増減額 1,809,832

本年度末歳計外現金残高 40,290,132

本年度末現金預金残高 1,794,967,371

財務活動収支 -502,160,805

本年度資金収支額 -2,440,857,436

前年度末資金残高 4,183,184,420

比例連結割合変更に伴う差額 12,350,255

本年度末資金残高 1,754,677,239


