
（単位：百万円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 101,694 固定負債 39,039

有形固定資産 78,753 地方債 34,502
事業用資産 62,487 長期未払金 －

土地 29,472 退職手当引当金 4,537
立木竹 － 損失補償等引当金 －
建物 98,082 その他 －
建物減価償却累計額 △ 69,236 流動負債 4,566
工作物 6,795 1年内償還予定地方債 4,015
工作物減価償却累計額 △ 3,848 未払金 －
船舶 487 未払費用 －
船舶減価償却累計額 △ 163 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 225
航空機 － 預り金 326
航空機減価償却累計額 － その他 －
その他 － 43,605
その他減価償却累計額 － 【純資産の部】
建設仮勘定 898 固定資産等形成分 106,851

インフラ資産 15,629 余剰分（不足分） △ 42,490
土地 1,793
建物 2,179
建物減価償却累計額 △ 1,124
工作物 367,488
工作物減価償却累計額 △ 354,789
その他 －
その他減価償却累計額 －
建設仮勘定 82

物品 3,365
物品減価償却累計額 △ 2,728

無形固定資産 219
ソフトウェア 218
その他 1

投資その他の資産 22,722
投資及び出資金 12,875

有価証券 －
出資金 12,875
その他 －

投資損失引当金 △ 213
長期延滞債権 740
長期貸付金 1,559
基金 7,794

減債基金 －
その他 7,794

その他 －
徴収不能引当金 △ 33

流動資産 6,272
現金預金 753
未収金 87
短期貸付金 190
基金 5,249

財政調整基金 2,862
減債基金 2,387

棚卸資産 －
その他 －
徴収不能引当金 △ 7

64,361
107,966 107,966

淡路市一般会計等
貸借対照表

（令和3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 27,721
業務費用 12,751

人件費 4,533
職員給与費 3,422
賞与等引当金繰入額 225
退職手当引当金繰入額 99
その他 787

物件費等 7,772
物件費 4,567
維持補修費 379
減価償却費 2,812
その他 14

その他の業務費用 446
支払利息 294
徴収不能引当金繰入額 40
その他 112

移転費用 14,970
補助金等 10,774
社会保障給付 2,687
他会計への繰出金 1,504
その他 5

経常収益 1,146
使用料及び手数料 665
その他 481

純経常行政コスト 26,575
臨時損失 69

災害復旧事業費 69
資産除売却損 －
投資損失引当金繰入額 －
損失補償等引当金繰入額 －
その他 －

臨時利益 51
資産売却益 51
その他 －

純行政コスト 26,593

淡路市一般会計等
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



（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 62,651 107,015 △ 44,364
純行政コスト（△） △ 26,593 △ 26,593
財源 28,231 28,231

税収等 18,527 18,527
国県等補助金 9,704 9,704

本年度差額 1,638 1,638
固定資産等の変動（内部変動） △ 164 164

有形固定資産等の増加 3,917 △ 3,917
有形固定資産等の減少 △ 3,520 3,520
貸付金・基金等の増加 1,297 △ 1,297
貸付金・基金等の減少 △ 1,858 1,858

資産評価差額 － －
無償所管換等 0 0
その他 72 0 72
本年度純資産変動額 1,710 △ 164 1,874

本年度末純資産残高 64,361 106,851 △ 42,490

淡路市一般会計等
純資産変動計算書

科目 合計

                           自　　令和2年4月1日
                           至　  令和3年3月31日



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 25,422

業務費用支出 10,452
人件費支出 4,208
物件費等支出 5,845
支払利息支出 294
その他の支出 105

移転費用支出 14,970
補助金等支出 10,774
社会保障給付支出 2,687
他会計への繰出支出 1,504
その他の支出 5

業務収入 28,986
税収等収入 18,640
国県等補助金収入 9,200
使用料及び手数料収入 665
その他の収入 481

臨時支出 69
災害復旧事業費支出 69
その他の支出 －

臨時収入 －
業務活動収支 3,495
【投資活動収支】

投資活動支出 4,416
公共施設等整備費支出 2,486
基金積立金支出 1,297
投資及び出資金支出 633
貸付金支出 －
その他の支出 －

投資活動収入 2,378
国県等補助金収入 503
基金取崩収入 1,635
貸付金元金回収収入 189
資産売却収入 51
その他の収入 －

投資活動収支 △ 2,038
【財務活動収支】

財務活動支出 4,492
地方債償還支出 4,492
その他の支出 －

財務活動収入 3,165
地方債発行収入 3,165
その他の収入 －

財務活動収支 △ 1,327
130
297
427

前年度末歳計外現金残高 445
本年度歳計外現金増減額 △ 119
本年度末歳計外現金残高 326
本年度末現金預金残高 753

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

淡路市一般会計等
資金収支計算書

科目 金額

                   自　　令和2年4月1日
                   至　  令和3年3月31日


