
滑川市 ［統一的な基準／一般会計等］ （単位：千円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 50,812,099 固定負債 11,378,105

有形固定資産 47,959,713 地方債 9,993,853
事業用資産 24,040,944 長期未払金 351,536

土地 7,882,648 退職手当引当金 1,032,717
立木竹 44,606 損失補償等引当金 -
建物 31,819,005 その他 -
建物減価償却累計額 △ 16,006,050 流動負債 1,373,756
工作物 377,900 １年内償還予定地方債 956,482
工作物減価償却累計額 △ 223,441 未払金 328,511
船舶 29,599 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 13,950 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 88,763
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 12,751,861
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 130,627 固定資産等形成分 53,732,022

インフラ資産 23,522,261 余剰分（不足分） △ 11,750,876
土地 4,590,644
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 39,229,847
工作物減価償却累計額 △ 20,309,123
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 10,894

物品 1,380,920
物品減価償却累計額 △ 984,412

無形固定資産 10,638
ソフトウェア 10,638
その他 -

投資その他の資産 2,841,748
投資及び出資金 467,661

有価証券 19,673
出資金 447,988
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 225,068
長期貸付金 6,260
基金 1,680,096

減債基金 -
その他 1,680,096

その他 544,046
徴収不能引当金 △ 81,382

流動資産 3,920,909
現金預金 951,037
未収金 54,296
短期貸付金 -
基金 2,919,923

財政調整基金 2,374,924
減債基金 544,999

棚卸資産 -
その他 -

徴収不能引当金 △ 4,348 41,981,147

54,733,008 54,733,008資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
(平成29年(2017年) 3月31日現在)

科 目 科 目

負債合計

純資産合計



滑川市 ［統一的な基準／一般会計等］ （単位：千円）

金　　　　額

経常費用 11,342,205

業務費用 5,039,136

人件費 1,200,470

職員給与費 855,223

賞与等引当金繰入額 88,763

退職手当引当金繰入額 △ 81,139

その他 337,623

物件費等 3,775,199

物件費 1,946,040

維持補修費 231,576

減価償却費 1,597,583

その他 -

その他の業務費用 63,466

支払利息 113,367

徴収不能引当金繰入額 26,030

その他 △ 75,931

移転費用 6,303,070

補助金等 1,365,034

社会保障給付 2,767,697

他会計への繰出金 1,716,849

その他 453,490

経常収益 328,130

使用料及び手数料 198,681

その他 129,449

11,014,075

臨時損失 10,704

災害復旧事業費 10,704

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 -

資産売却益 -

その他 -

11,024,779

行政コスト計算書
                                 自　平成28年(2016年) 4月1日
                                 至　平成29年(2017年) 3月31日

科 目

純経常行政コスト

純行政コスト



滑川市 ［統一的な基準／一般会計等］ （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 41,912,718 54,495,774 △ 12,583,056

純行政コスト（△） △ 11,024,779 △ 11,024,779

財源 11,093,207 11,093,207

税収等 8,575,944 8,575,944

国県等補助金 2,517,263 2,517,263

本年度差額 68,428 68,428

固定資産等の変動（内部変動） △ 763,752 763,752

有形固定資産等の増加 1,025,604 △ 1,025,604

有形固定資産等の減少 △ 1,710,241 1,710,241

貸付金・基金等の増加 663,388 △ 663,388

貸付金・基金等の減少 △ 742,502 742,502

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 68,428 △ 763,752 832,180

本年度末純資産残高 41,981,147 53,732,022 △ 11,750,876

純資産変動計算書
                                        自　平成28年(2016年) 4月1日
                                        至　平成29年(2017年) 3月31日

科　　　　　　目 合　　計



滑川市 ［統一的な基準／一般会計等］ （単位：千円）

金　　　　額

【業務活動収支】 　

業務支出 10,065,010

業務費用支出 3,761,940

人件費支出 1,470,957

物件費等支出 1,946,040

支払利息支出 113,367

その他の支出 231,576

移転費用支出 6,303,070

補助金等支出 1,365,034

社会保障給付支出 2,767,697

他会計への繰出支出 1,716,849

その他の支出 453,490

業務収入 11,367,215

税収等収入 8,323,273

国県等補助金収入 2,357,759

使用料及び手数料収入 198,662

その他の収入 487,521

臨時支出 10,704

災害復旧事業費支出 10,704

その他の支出 -

臨時収入 -

業務活動収支 1,291,502

【投資活動収支】

投資活動支出 1,778,579

公共施設等整備費支出 846,474

基金積立金支出 660,466

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 271,640

その他の支出 -

投資活動収入 563,934

国県等補助金収入 159,504

基金取崩収入 113,319

貸付金元金回収収入 270,427

資産売却収入 3,390

その他の収入 17,294

投資活動収支 △ 1,214,646

【財務活動収支】

財務活動支出 913,683

地方債償還支出 913,446

その他の支出 237

財務活動収入 691,370

地方債発行収入 584,400

その他の収入 106,970

財務活動収支 △ 222,313

本年度資金収支額 △ 145,457

前年度末資金残高 967,402

本年度末資金残高 821,945

前年度末歳計外現金残高 129,001

本年度歳計外現金増減額 92

本年度末歳計外現金残高 129,093

本年度末現金預金残高 951,037

資金収支計算書
　　　　　　　　　　　　　　自　平成28年(2016年) 4月1日
　　　　　　　　　　　　　　至　平成29年(2017年) 3月31日

科 目


