
滑川市 ［統一的な基準］ （単位：千円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 55,298,931 固定負債 14,189,053

有形固定資産 52,195,292 地方債 12,108,748
事業用資産 24,118,417 長期未払金 351,536

土地 7,888,721 退職手当引当金 1,163,059
立木竹 44,606 損失補償等引当金 -
建物 31,914,199 その他 565,710
建物減価償却累計額 △ 16,062,349 流動負債 1,719,440
工作物 410,424 １年内償還予定地方債 1,074,869
工作物減価償却累計額 △ 223,459 未払金 457,018
船舶 29,599 未払費用 39,486
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 105,906
航空機 - 預り金 41,749
航空機減価償却累計額 - その他 412
その他 - 15,908,493
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 58,535,038

インフラ資産 27,377,992 余剰分（不足分） △ 13,953,696
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 2,248,756
物品減価償却累計額 △ 1,549,874

無形固定資産 10,788
ソフトウェア 10,650
その他 138

投資その他の資産 3,092,851
投資及び出資金 468,268

有価証券 19,673
出資金 448,595
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 330,763
長期貸付金 6,260
基金 1,839,847

減債基金 -
その他 1,839,847

その他 544,046
徴収不能引当金 △ 96,332

流動資産 5,190,905
現金預金 1,816,667
未収金 130,270
短期貸付金 -
基金 3,236,107

財政調整基金 2,691,108
減債基金 544,999

棚卸資産 7,932
その他 9,662

徴収不能引当金 △ 9,735 44,581,343

60,489,836 60,489,836資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
(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
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滑川市 ［統一的な基準］ （単位：千円）

金　　　　額

経常費用 22,051,975

業務費用 6,027,452

人件費 1,428,212

職員給与費 1,062,984

賞与等引当金繰入額 96,420

退職手当引当金繰入額 △ 68,861

その他 337,669

物件費等 4,388,467

物件費 2,269,447

維持補修費 295,857

減価償却費 1,785,903

その他 37,260

その他の業務費用 210,773

支払利息 159,832

徴収不能引当金繰入額 21,105

その他 29,836

移転費用 16,024,523

補助金等 6,732,729

社会保障給付 7,105,557

他会計への繰出金 1,732,633

その他 453,605

経常収益 3,599,649

使用料及び手数料 589,927

その他 3,009,721

18,452,326

臨時損失 21,300

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 10,596

臨時利益 20,535

資産売却益 10

その他 20,525

18,453,091

連結行政コスト計算書
                                 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
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滑川市 ［統一的な基準］ （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 44,365,192 59,299,513 △ 14,934,321

純行政コスト（△） △ 18,453,091 △ 18,453,091

財源 18,665,968 18,665,968

税収等 12,203,704 12,203,704

国県等補助金 6,462,263 6,462,263

本年度差額 212,877 212,877

固定資産等の変動（内部変動） △ 767,749 767,749

有形固定資産等の増加 1,202,031 △ 1,202,031

有形固定資産等の減少 △ 1,903,410 1,903,410

貸付金・基金等の増加 676,133 △ 676,133

貸付金・基金等の減少 △ 742,502 742,502

資産評価差額 3,274 3,274

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 216,151 △ 764,475 980,626

本年度末純資産残高 44,581,343 58,535,038 △ 13,953,696

連結純資産変動計算書
                                        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
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滑川市 ［統一的な基準］ （単位：千円）

金　　　　額

【業務活動収支】 　

業務支出 20,464,808

業務費用支出 4,540,656

人件費支出 1,683,309

物件費等支出 2,316,016

支払利息支出 159,832

その他の支出 381,499

移転費用支出 15,924,152

補助金等支出 6,732,729

社会保障給付支出 7,105,127

他会計への繰出支出 1,732,633

その他の支出 353,663

業務収入 22,203,708

税収等収入 11,926,308

国県等補助金収入 6,302,759

使用料及び手数料収入 589,909

その他の収入 3,384,731

臨時支出 21,479

災害復旧事業費支出 10,704

その他の支出 10,776

臨時収入 -

業務活動収支 1,717,421

【投資活動収支】

投資活動支出 1,995,778

公共施設等整備費支出 1,017,734

基金積立金支出 675,138

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 599,559

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 52,920

投資活動収支 △ 1,396,219

【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 58,304

前年度末資金残高 1,629,271

本年度末資金残高 1,687,574

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 1,816,667

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

科 目
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