
（単位：百万円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 146,680 固定負債 70,115
有形固定資産 123,282 地方債 64,122
事業用資産 64,044 長期未払金 －
土地 30,080 退職手当引当金 5,993
立木竹 － 損失補償等引当金 －
建物 96,656 その他 －
建物減価償却累計額 △ 65,668 流動負債 6,964
工作物 5,436 1年内償還予定地方債 6,391
工作物減価償却累計額 △ 3,082 未払金 －
船舶 487 未払費用 －
船舶減価償却累計額 △ 33 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 245
航空機 － 預り金 328
航空機減価償却累計額 － その他 －
その他 － 77,079
その他減価償却累計額 － 【純資産の部】
建設仮勘定 168 固定資産等形成分 150,620

インフラ資産 58,831 余剰分（不足分） △ 74,606
土地 5,674
建物 22,922
建物減価償却累計額 △ 10,245
工作物 400,966
工作物減価償却累計額 △ 362,353
その他 2,689
その他減価償却累計額 △ 895
建設仮勘定 73

物品 2,725
物品減価償却累計額 △ 2,318

無形固定資産 448
ソフトウェア 447
その他 1

投資その他の資産 22,950
投資及び出資金 12,125
有価証券 398
出資金 11,726
その他 1

投資損失引当金 △ 157
長期延滞債権 1,046
長期貸付金 2,408
基金 7,631
減債基金 －
その他 7,631

その他 －
徴収不能引当金 △ 103

流動資産 6,413
現金預金 1,236
未収金 267
短期貸付金 186
基金 4,697
財政調整基金 2,428
減債基金 2,269

棚卸資産 67
その他 －
徴収不能引当金 △ 40

76,014
153,093 153,093

淡路市全体財務書類
貸借対照表

（平成29年3月31日現在）

科目 科目

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：百万円）

金額

経常費用 34,713
業務費用 14,325
人件費 3,040
職員給与費 3,065
賞与等引当金繰入額 235
退職手当引当金繰入額 △ 402
その他 142

物件費等 9,865
物件費 5,173
維持補修費 430
減価償却費 4,246
その他 16

その他の業務費用 1,420
支払利息 991
徴収不能引当金繰入額 133
その他 296

移転費用 20,388
補助金等 17,495
社会保障給付 2,849
他会計への繰出金 0
その他 44

経常収益 1,960
使用料及び手数料 1,438
その他 522

純経常行政コスト 32,753
臨時損失 1,295
災害復旧事業費 1,245
資産除売却損 52
投資損失引当金繰入額 △ 2
損失補償等引当金繰入額 －
その他 －

臨時利益 5
資産売却益 5
その他 －

純行政コスト 34,043

淡路市全体財務書類
行政コスト計算書
自　平成28年4月1日

至　平成29年3月31日

科目



(単位：百万円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 73,485 151,738 △ 78,253
純行政コスト（△） △ 34,043 △ 34,043
財源 36,459 36,459

税収等 27,188 27,188
国県等補助金 9,271 9,271

本年度差額 2,416 2,416
固定資産等の変動（内部変動） △ 1,197 1,197

有形固定資産等の増加 5,669 △ 5,669
有形固定資産等の減少 △ 6,706 6,706
貸付金・基金等の増加 344 △ 344
貸付金・基金等の減少 △ 504 504

資産評価差額 － －
無償所管換等 79 79
その他 34 － 34
連結等に伴う差額 0 － 0
本年度純資産変動額 2,529 △ 1,118 3,647

本年度末純資産残高 76,014 150,620 △ 74,606

淡路市全体財務書類
純資産変動計算書
自　　平成28年4月1日

至　　平成29年3月31日

科目 合計



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 30,723
業務費用支出 10,350
人件費支出 3,458
物件費等支出 5,544
支払利息支出 991
その他の支出 357

移転費用支出 20,373
補助金等支出 17,495
社会保障給付支出 2,849
他会計への繰出支出 0
その他の支出 29

業務収入 37,748
税収等収入 27,159
国県等補助金収入 8,648
使用料及び手数料収入 1,415
その他の収入 526

臨時支出 1,245
災害復旧事業費支出 1,245
その他の支出 －

臨時収入 －
業務活動収支 5,780
【投資活動収支】
投資活動支出 4,421
公共施設等整備費支出 2,649
基金積立金支出 1,657
投資及び出資金支出 115
貸付金支出 －
その他の支出 －

投資活動収入 1,955
国県等補助金収入 622
基金取崩収入 1,164
貸付金元金回収収入 122
資産売却収入 33
その他の収入 14

投資活動収支 △ 2,466
【財務活動収支】
財務活動支出 6,719
地方債償還支出 6,719
その他の支出 －

財務活動収入 3,710
地方債発行収入 3,700
その他の収入 10

財務活動収支 △ 3,009
305
603
908

前年度末歳計外現金残高 451
本年度歳計外現金増減額 △ 123
本年度末歳計外現金残高 328
本年度末現金預金残高 1,236

淡路市全体財務書類
資金収支計算書
自　　平成28年4月1日

至　　平成29年3月31日

科目 金額

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高


