
（単位：百万円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 103,317 固定負債 44,642

有形固定資産 80,195 地方債 38,787
事業用資産 63,264 長期未払金 －

土地 29,562 退職手当引当金 5,855
立木竹 － 損失補償等引当金 －
建物 96,252 その他 －
建物減価償却累計額 △ 65,828 流動負債 5,615
工作物 5,932 1年内償還予定地方債 5,068
工作物減価償却累計額 △ 3,196 未払金 －
船舶 487 未払費用 －
船舶減価償却累計額 △ 65 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 236
航空機 － 預り金 311
航空機減価償却累計額 － その他 －
その他 － 50,257
その他減価償却累計額 － 【純資産の部】
建設仮勘定 120 固定資産等形成分 107,890

インフラ資産 16,450 余剰分（不足分） △ 48,720
土地 1,786
建物 2,179
建物減価償却累計額 △ 959
工作物 366,443
工作物減価償却累計額 △ 353,031
その他 －
その他減価償却累計額 －
建設仮勘定 32

物品 2,727
物品減価償却累計額 △ 2,246

無形固定資産 343
ソフトウェア 342
その他 1

投資その他の資産 22,779
投資及び出資金 12,203

有価証券 392
出資金 11,810
その他 1

投資損失引当金 △ 161
長期延滞債権 714
長期貸付金 2,209
基金 7,864

減債基金 －
その他 7,864

その他 －
徴収不能引当金 △ 50

流動資産 6,110
現金預金 766
未収金 122
短期貸付金 186
基金 5,050

財政調整基金 2,680
減債基金 2,370

棚卸資産 －
その他 －
徴収不能引当金 △ 14

59,170
109,427 109,427

淡路市一般会計等
貸借対照表

（平成30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 23,580
業務費用 12,530

人件費 3,425
職員給与費 2,983
賞与等引当金繰入額 236
退職手当引当金繰入額 64
その他 142

物件費等 8,511
物件費 4,765
維持補修費 851
減価償却費 2,880
その他 15

その他の業務費用 594
支払利息 452
徴収不能引当金繰入額 52
その他 90

移転費用 11,050
補助金等 5,151
社会保障給付 2,812
他会計への繰出金 3,044
その他 43

経常収益 1,377
使用料及び手数料 803
その他 574

純経常行政コスト 22,203
臨時損失 220

災害復旧事業費 210
資産除売却損 0
投資損失引当金繰入額 10
損失補償等引当金繰入額 －
その他 －

臨時利益 131
資産売却益 131
その他 －

純行政コスト 22,292

淡路市一般会計等
行政コスト計算書
自　平成29年4月1日

至　平成30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 58,300 107,720 △ 49,420
純行政コスト（△） △ 22,292 △ 22,292
財源 23,162 23,162

税収等 18,762 18,762
国県等補助金 4,400 4,400

本年度差額 870 870
固定資産等の変動（内部変動） 170 △ 170

有形固定資産等の増加 4,075 △ 4,075
有形固定資産等の減少 △ 4,260 4,260
貸付金・基金等の増加 541 △ 541
貸付金・基金等の減少 △ 186 186

資産評価差額 － －
無償所管換等 0 0
その他 － 0 0
本年度純資産変動額 870 170 700

本年度末純資産残高 59,170 107,890 △ 48,720

淡路市一般会計等
純資産変動計算書

自　　平成29年4月1日

至　　平成30年3月31日

科目 合計



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 21,790

業務費用支出 10,772
人件費支出 3,355
物件費等支出 6,881
支払利息支出 452
その他の支出 84

移転費用支出 11,018
補助金等支出 5,151
社会保障給付支出 2,812
他会計への繰出支出 3,044
その他の支出 11

業務収入 24,389
税収等収入 18,793
国県等補助金収入 4,249
使用料及び手数料収入 783
その他の収入 564

臨時支出 210
災害復旧事業費支出 210
その他の支出 －

臨時収入 －
業務活動収支 2,389
【投資活動収支】

投資活動支出 2,517
公共施設等整備費支出 835
基金積立金支出 1,566
投資及び出資金支出 116
貸付金支出 －
その他の支出 －

投資活動収入 949
国県等補助金収入 149
基金取崩収入 469
貸付金元金回収収入 199
資産売却収入 132
その他の収入 －

投資活動収支 △ 1,568
【財務活動収支】

財務活動支出 4,796
地方債償還支出 4,796
その他の支出 －

財務活動収入 3,763
地方債発行収入 3,763
その他の収入 －

財務活動収支 △ 1,033
△ 212

667
455

前年度末歳計外現金残高 328
本年度歳計外現金増減額 △ 17
本年度末歳計外現金残高 311
本年度末現金預金残高 766

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
自　　平成29年4月1日

至　　平成30年3月31日

科目 金額


