
（単位：百万円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 145,947 固定負債 68,069

有形固定資産 122,010 地方債 61,998
事業用資産 63,829 長期未払金 －

土地 29,815 退職手当引当金 6,071
立木竹 － 損失補償等引当金 －
建物 96,816 その他 －
建物減価償却累計額 △ 66,102 流動負債 7,247
工作物 6,017 1年内償還予定地方債 6,686
工作物減価償却累計額 △ 3,259 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 250
航空機 － 預り金 311
航空機減価償却累計額 － その他 －
その他 － 75,316
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 150,291

インフラ資産 57,689 余剰分（不足分） △ 73,093
土地 5,707
建物 23,476
建物減価償却累計額 △ 10,829
工作物 401,251
工作物減価償却累計額 △ 363,742
その他 2,760
その他減価償却累計額 △ 966
建設仮勘定 32

物品 2,815
物品減価償却累計額 △ 2,323

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 23,594
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 991
長期貸付金 2,209
基金 8,450

減債基金 －
その他 8,450

その他 －
徴収不能引当金 △ 98

流動資産 6,567
現金預金 1,066
未収金 240
短期貸付金 187
基金 5,050

財政調整基金 2,680
減債基金 2,370

棚卸資産 63
その他 －
徴収不能引当金 △ 39

77,198
152,514 152,514

淡路市全体財務書類
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 35,883
業務費用 15,526

人件費 3,592
職員給与費 3,124
賞与等引当金繰入額 247
退職手当引当金繰入額 74
その他 147

物件費等 10,735
物件費 5,568
維持補修費 959
減価償却費 4,192
その他 16

その他の業務費用 1,199
支払利息 899
徴収不能引当金繰入額 86
その他 214

移転費用 20,357
補助金等 17,500
社会保障給付 2,812
他会計への繰出金 0
その他 45

経常収益 2,094
使用料及び手数料 1,437
その他 657

純経常行政コスト 33,789
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 0
その他 0

臨時利益 136
資産売却益 136
その他 －

純行政コスト 33,873

淡路市全体財務書類
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 76,014 150,620 △ 74,606
純行政コスト（△） △ 33,873 △ 33,873
財源 35,057 35,057

税収等 26,673 26,673
国県等補助金 8,384 8,384

本年度差額 1,184 1,184
固定資産等の変動（内部変動） △ 329 329

有形固定資産等の増加 4,811 △ 4,811
有形固定資産等の減少 △ 5,571 5,571
貸付金・基金等の増加 619 △ 619
貸付金・基金等の減少 △ 188 188

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 1,184 △ 329 1,513

本年度末純資産残高 77,198 150,291 △ 73,093

淡路市全体財務書類
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 32,735

業務費用支出 12,410
人件費支出 3,516
物件費等支出 7,687
支払利息支出 900
その他の支出 307

移転費用支出 20,325
補助金等支出 17,500
社会保障給付支出 2,812
他会計への繰出支出 0
その他の支出 13

業務収入 36,465
税収等収入 26,529
国県等補助金収入 7,865
使用料及び手数料収入 1,416
その他の収入 655

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 3,520
【投資活動収支】

投資活動支出 3,332
公共施設等整備費支出 1,572
基金積立金支出 1,644
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 1,395
国県等補助金収入 519
基金取崩収入 471
貸付金元金回収収入 199
資産売却収入 141
その他の収入 65

投資活動収支 △ 1,937
【財務活動収支】

財務活動支出 6,391
地方債償還支出 6,391
その他の支出 －

財務活動収入 4,654
地方債発行収入 4,531
その他の収入 123

財務活動収支 △ 1,737
△ 154

909
755

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 1,066

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

淡路市全体財務書類
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


