
【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 44,605,288,212   固定負債 17,152,260,427

    有形固定資産 43,616,236,567     地方債 14,870,957,747

      事業用資産 24,681,146,206     長期未払金 -

        土地 9,818,769,991     退職手当引当金 2,281,302,680

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 33,325,754,033     その他 -

        建物減価償却累計額 -21,232,984,407   流動負債 2,111,041,508

        工作物 3,190,223,505     １年内償還予定地方債 1,744,239,547

        工作物減価償却累計額 -2,013,361,305     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 216,392,511

        航空機 -     預り金 33,309,127

        航空機減価償却累計額 -     その他 117,100,323

        その他 - 負債合計 19,263,301,935

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,592,744,388   固定資産等形成分 45,606,060,592

      インフラ資産 18,745,619,321   余剰分（不足分） -18,315,150,336

        土地 3,163,736,309

        建物 198,800,432

        建物減価償却累計額 -140,376,292

        工作物 41,136,146,638

        工作物減価償却累計額 -25,697,381,956

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 84,694,190

      物品 1,293,388,333

      物品減価償却累計額 -1,103,917,293

    無形固定資産 30,540,931

      ソフトウェア 30,540,931

      その他 -

    投資その他の資産 958,510,714

      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 661,123,356

      長期貸付金 21,487,711

      基金 207,185,501

        減債基金 -

        その他 207,185,501

      その他 -

      徴収不能引当金 -20,059,578

  流動資産 1,948,923,979

    現金預金 683,666,670

    未収金 53,878,669

    短期貸付金 4,000,000

    基金 996,772,380

      財政調整基金 460,149,225

      減債基金 536,623,155

    棚卸資産 -

    その他 213,665,103

    徴収不能引当金 -3,058,843 純資産合計 27,290,910,256

資産合計 46,554,212,191 負債及び純資産合計 46,554,212,191

貸借対照表
（令和3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）

    その他 -

純行政コスト 17,762,457,130

    その他 -

  臨時利益 3,300,301

    資産売却益 3,300,301

    資産除売却損 12,184,650

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 17,753,572,781

  臨時損失 12,184,650

    災害復旧事業費 -

  経常収益 400,195,753

    使用料及び手数料 253,741,868

    その他 146,453,885

      社会保障給付 3,220,254,801

      他会計への繰出金 1,191,229,709

      その他 6,106,012

        その他 97,829,386

    移転費用 10,792,979,538

      補助金等 6,375,389,016

      その他の業務費用 190,261,439

        支払利息 72,437,988

        徴収不能引当金繰入額 19,994,065

        維持補修費 92,262,720

        減価償却費 1,699,618,520

        その他 -

        その他 394,791,405

      物件費等 3,739,309,393

        物件費 1,947,428,153

        職員給与費 2,770,312,201

        賞与等引当金繰入額 216,392,511

        退職手当引当金繰入額 49,722,047

  経常費用 18,153,768,534

    業務費用 7,360,788,996

      人件費 3,431,218,164

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3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：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 27,082,989,150 46,046,580,589 -18,963,591,439

  純行政コスト（△） -17,762,457,130 -17,762,457,130

  財源 17,802,907,457 17,802,907,457

    税収等 9,222,042,665 9,222,042,665

    国県等補助金 8,580,864,792 8,580,864,792

  本年度差額 40,450,327 40,450,327

  固定資産等の変動（内部変動） -607,990,776 607,990,776

    有形固定資産等の増加 1,541,698,938 -1,541,698,938

    有形固定資産等の減少 -1,699,918,770 1,699,918,770

    貸付金・基金等の増加 318,430,604 -318,430,604

    貸付金・基金等の減少 -768,201,548 768,201,548

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 167,470,779 167,470,779

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 207,921,106 -440,519,997 648,441,103

本年度末純資産残高 27,290,910,256 45,606,060,592 -18,315,150,336

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3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）

前年度末歳計外現金残高 38,024,593

本年度歳計外現金増減額 -4,715,466

本年度末歳計外現金残高 33,309,127

本年度末現金預金残高 683,666,670

    その他の収入 125,622,548

財務活動収支 -498,875,682

本年度資金収支額 220,593,403

前年度末資金残高 429,764,140

本年度末資金残高 650,357,543

  財務活動支出 2,136,869,230

    地方債償還支出 1,992,888,891

    その他の支出 143,980,339

  財務活動収入 1,637,993,548

    地方債発行収入 1,512,371,000

    貸付金元金回収収入 22,550,673

    資産売却収入 3,300,301

    その他の収入 -

投資活動収支 -656,661,461

【財務活動収支】

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,169,391,436

    国県等補助金収入 471,340,462

    基金取崩収入 672,200,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,826,052,897

    公共施設等整備費支出 1,541,698,938

    基金積立金支出 281,353,959

    投資及び出資金支出 -

  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 1,376,130,546

  業務収入 17,725,191,601

    税収等収入 9,228,020,113

    国県等補助金収入 8,101,002,105

    使用料及び手数料収入 251,212,121

    その他の収入 144,957,262

    移転費用支出 10,792,979,538

      補助金等支出 6,375,389,016

      社会保障給付支出 3,220,254,801

      他会計への繰出支出 1,191,229,709

      その他の支出 6,106,012

    業務費用支出 5,556,081,517

      人件費支出 3,378,732,206

      物件費等支出 2,051,575,273

      支払利息支出 72,437,988

      その他の支出 53,336,050

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 16,349,061,055


