
滑川市 ［統一的な基準／全体］ （単位：千円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 55,242,821 固定負債 14,188,478

有形固定資産 52,149,667 地方債 12,108,748
事業用資産 24,073,450 長期未払金 351,536

土地 7,882,648 退職手当引当金 1,162,484
立木竹 44,606 損失補償等引当金 -
建物 31,819,005 その他 565,710
建物減価償却累計額 △ 16,006,050 流動負債 1,657,507
工作物 410,406 １年内償還予定地方債 1,074,869
工作物減価償却累計額 △ 223,441 未払金 440,904
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 101,046
航空機 - 預り金 40,276
航空機減価償却累計額 - その他 412
その他 - 15,845,985
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 58,162,744

インフラ資産 27,377,992 余剰分（不足分） △ 14,081,818
土地 4,640,656
建物 58,065
建物減価償却累計額 △ 34,769
工作物 46,060,463
工作物減価償却累計額 △ 23,357,317
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 10,894

物品 2,246,624
物品減価償却累計額 △ 1,548,398

無形固定資産 10,776
ソフトウェア 10,638
その他 138

投資その他の資産 3,082,378
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 330,701
長期貸付金 6,260
基金 1,830,043

減債基金 -
その他 1,830,043

その他 544,046
徴収不能引当金 △ 96,332

流動資産 4,684,090
現金預金 1,645,184
未収金 126,444
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 2,274
その他 -

徴収不能引当金 △ 9,735 44,080,926

59,926,911 59,926,911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／全体］ （単位：千円）

金　　　　額

経常費用 17,570,622

業務費用 5,571,907

人件費 1,263,031

職員給与費 902,712

賞与等引当金繰入額 91,559

退職手当引当金繰入額 △ 68,863

その他 337,623

物件費等 4,163,179

物件費 2,127,008

維持補修費 249,214

減価償却費 1,782,114

その他 4,844

その他の業務費用 145,697

支払利息 159,832

徴収不能引当金繰入額 21,105

その他 △ 35,240

移転費用 11,998,715

補助金等 2,722,819

社会保障給付 7,105,557

他会計への繰出金 1,716,849

その他 453,490

経常収益 3,249,403

使用料及び手数料 588,605

その他 2,660,798

14,321,219

臨時損失 10,733

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 30

臨時利益 20,525

資産売却益 -

その他 20,525

14,311,427

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／全体］ （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 43,901,577 58,940,851 △ 15,039,274

純行政コスト（△） △ 14,311,427 △ 14,311,427

財源 14,490,776 14,490,776

税収等 10,133,720 10,133,720

国県等補助金 4,357,056 4,357,056

本年度差額 179,349 179,349

固定資産等の変動（内部変動） △ 778,107 778,107

有形固定資産等の増加 1,200,623 △ 1,200,623

有形固定資産等の減少 △ 1,899,615 1,899,615

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 179,349 △ 778,107 957,456

本年度末純資産残高 44,080,926 58,162,744 △ 14,081,818

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／全体］ （単位：千円）

金　　　　額

【業務活動収支】 　

業務支出 15,993,845

業務費用支出 4,095,548

人件費支出 1,518,804

物件費等支出 2,145,562

支払利息支出 159,832

その他の支出 271,351

移転費用支出 11,898,296

補助金等支出 2,722,819

社会保障給付支出 7,105,127

他会計への繰出支出 1,716,849

その他の支出 353,501

業務収入 17,683,707

税収等収入 9,856,325

国県等補助金収入 4,197,552

使用料及び手数料収入 588,587

その他の収入 3,041,244

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 1,679,159

【投資活動収支】

投資活動支出 1,981,636

公共施設等整備費支出 1,016,327

基金積立金支出 662,404

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 271,640

その他の支出 31,266

投資活動収入 599,549

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 52,909

投資活動収支 △ 1,382,088

【財務活動収支】

財務活動支出 1,026,668

地方債償還支出 1,026,431

その他の支出 237

財務活動収入 763,770

地方債発行収入 656,800

その他の収入 106,970

財務活動収支 △ 262,898

本年度資金収支額 34,173

前年度末資金残高 1,481,918

本年度末資金残高 1,516,091

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 1,645,184

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


