
【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 61,749,647,372   固定負債 29,680,321,147

    有形固定資産 59,043,059,954     地方債等 22,127,826,986

      事業用資産 24,975,305,972     長期未払金 -

        土地 9,878,569,991     退職手当引当金 2,389,051,511

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 33,325,754,033     その他 5,163,442,650

        建物減価償却累計額 -21,232,984,407   流動負債 2,608,974,425

        工作物 3,190,223,505     １年内償還予定地方債等 2,174,781,831

        工作物減価償却累計額 -2,013,361,305     未払金 40,358,122

        船舶 1,785,000     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,784,999     前受金 2,174,702

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 238,953,196

        航空機 -     預り金 33,309,127

        航空機減価償却累計額 -     その他 119,397,447

        その他 - 負債合計 32,289,295,572

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,827,104,154   固定資産等形成分 62,893,959,308

      インフラ資産 32,412,314,407   余剰分（不足分） -30,096,412,585

        土地 3,596,081,627   他団体出資等分 -

        建物 4,486,351,677

        建物減価償却累計額 -1,160,724,549

        工作物 56,942,131,904

        工作物減価償却累計額 -31,716,766,906

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 265,240,654

      物品 5,672,830,332

      物品減価償却累計額 -4,017,390,757

    無形固定資産 38,706,664

      ソフトウェア 38,593,109

      その他 113,555

    投資その他の資産 2,667,880,754

      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 774,925,687

      長期貸付金 21,487,711

      基金 1,778,728,395

        減債基金 -

        その他 1,778,728,395

      その他 30,903,760

      徴収不能引当金 -26,938,523

  流動資産 3,337,194,923

    現金預金 1,777,157,123

    未収金 183,003,406

    短期貸付金 4,000,000

    基金 1,140,311,936

      財政調整基金 603,688,781

      減債基金 536,623,155

    棚卸資産 29,038,176

    その他 238,026,103

    徴収不能引当金 -34,341,821

  繰延資産 - 純資産合計 32,797,546,723

資産合計 65,086,842,295 負債及び純資産合計 65,086,842,295

連結貸借対照表
（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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 3,300,301

    その他 20,418

純行政コスト 25,393,572,506

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,648,947

  臨時利益 3,320,719

  臨時損失 28,610,225

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 26,961,278

    使用料及び手数料 956,857,060

    その他 10,802,526,845

純経常行政コスト 25,368,283,000

      社会保障給付 3,220,254,801

      その他 11,240,937

  経常収益 11,759,383,905

        その他 7,820,252,829

    移転費用 18,696,671,473

      補助金等 15,465,175,735

      その他の業務費用 8,049,520,659

        支払利息 198,695,305

        徴収不能引当金繰入額 30,572,525

        維持補修費 113,665,812

        減価償却費 2,308,980,310

        その他 -

        その他 442,534,909

      物件費等 6,588,192,467

        物件費 4,165,546,345

        職員給与費 3,062,420,045

        賞与等引当金繰入額 238,605,305

        退職手当引当金繰入額 49,722,047

  経常費用 37,127,666,905

    業務費用 18,430,995,432

      人件費 3,793,282,306

連結行政コスト計算書
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：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 32,776,414,884 59,764,862,160 -26,988,447,276 -

  純行政コスト（△） -25,393,572,506 -25,393,572,506 -

  財源 25,918,402,820 25,918,402,820 -

    税収等 12,246,199,023 12,246,199,023 -

    国県等補助金 13,672,203,797 13,672,203,797 -

  本年度差額 524,830,314 524,830,314 -

  固定資産等の変動（内部変動） -352,855,659 352,855,659

    有形固定資産等の増加 2,754,474,203 -2,754,474,203

    有形固定資産等の減少 -2,538,502,776 2,538,502,776

    貸付金・基金等の増加 323,950,188 -323,950,188

    貸付金・基金等の減少 -892,777,274 892,777,274

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 176,038,859 176,038,859

  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 -679,737,334 3,305,913,948 -3,985,651,282

  本年度純資産変動額 21,131,839 3,129,097,148 -3,107,965,309 -

本年度末純資産残高 32,797,546,723 62,893,959,308 -30,096,412,585 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 1,777,157,123

財務活動収支 -542,271,011

本年度資金収支額 323,324,866

前年度末資金残高 1,420,523,130

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,743,847,996

    地方債等償還支出 2,412,384,220

    その他の支出 143,980,339

  財務活動収入 2,014,093,548

    地方債等発行収入 1,888,471,000

    その他の収入 125,622,548

    資産売却収入 3,300,301

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,305,394,812

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,556,364,559

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,465,484,834

    国県等補助金収入 667,433,860

    基金取崩収入 772,200,000

    貸付金元金回収収入 22,550,673

  投資活動支出 2,770,879,646

    公共施設等整備費支出 2,484,763,575

    基金積立金支出 283,116,071

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 13,075,210

  臨時収入 11,362,521

業務活動収支 2,170,990,689

【投資活動収支】

    税収等収入 12,091,563,998

    国県等補助金収入 13,043,899,092

    使用料及び手数料収入 954,650,488

    その他の収入 10,809,139,588

  臨時支出 13,075,210

    移転費用支出 18,701,704,554

      補助金等支出 15,470,208,816

      社会保障給付支出 3,220,254,801

      その他の支出 11,240,937

  業務収入 36,899,253,166

    業務費用支出 16,024,845,234

      人件費支出 3,743,280,249

      物件費等支出 4,291,142,871

      支払利息支出 198,695,305

      その他の支出 7,791,726,809

連結資金収支計算書
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 34,726,549,788


