
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 82,607,129 固定負債 39,014,897

有形固定資産 78,839,475 地方債 25,596,165
事業用資産 26,049,043 長期未払金 644,795

土地 7,961,839 退職手当引当金 1,078,342
立木竹 44,606 損失補償等引当金 -
建物 33,692,280 その他 11,695,596
建物減価償却累計額 △ 17,404,526 流動負債 2,840,303
工作物 4,947,150 １年内償還予定地方債 2,032,516
工作物減価償却累計額 △ 3,211,034 未払金 612,544
船舶 29,599 未払費用 40,569
船舶減価償却累計額 △ 28,070 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 109,753
航空機 - 預り金 44,492
航空機減価償却累計額 - その他 429
その他 - 41,855,201
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 17,200 固定資産等形成分 85,371,614

インフラ資産 51,087,185 余剰分（不足分） △ 40,115,437
土地 4,960,441
建物 466,447
建物減価償却累計額 △ 36,149
工作物 69,959,630
工作物減価償却累計額 △ 24,268,500
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 5,316

物品 3,402,466
物品減価償却累計額 △ 1,699,218

無形固定資産 28,603
ソフトウェア 23,750
その他 4,853

投資その他の資産 3,739,051
投資及び出資金 461,436

有価証券 18,100
出資金 443,336
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 308,507
長期貸付金 5,287
基金 2,491,587

減債基金 430,978
その他 2,060,609

その他 558,361
徴収不能引当金 △ 86,127

流動資産 4,504,249
現金預金 1,479,559
未収金 267,268
短期貸付金 -
基金 2,764,485

財政調整基金 2,685,867
減債基金 78,618

棚卸資産 8,362
その他 2,987

徴収不能引当金 △ 18,413 45,256,177

87,111,378 87,111,378資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
(平成30年(2018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 24,656,831

業務費用 8,743,075

人件費 1,720,166

職員給与費 1,172,616

賞与等引当金繰入額 102,704

退職手当引当金繰入額 94,938

その他 349,908

物件費等 5,840,874

物件費 2,701,440

維持補修費 1,089,306

減価償却費 2,015,938

その他 34,190

その他の業務費用 1,182,035

支払利息 375,329

徴収不能引当金繰入額 28,274

その他 778,432

移転費用 15,913,756

補助金等 6,747,064

社会保障給付 7,042,818

他会計への繰出金 1,710,696

その他 413,178

経常収益 4,300,246

使用料及び手数料 1,113,618

その他 3,186,628

20,356,585

臨時損失 10,385

災害復旧事業費 10,358

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 27

臨時利益 24,187

資産売却益 -

その他 24,187

20,342,783

連結行政コスト計算書
                                 自　平成29年(2017年) 4月1日
                                 至　平成30年(2018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 46,455,955 85,807,499 △ 39,351,545

純行政コスト（△） △ 20,342,783 △ 20,342,783

財源 19,116,155 19,116,155

税収等 12,876,494 12,876,494

国県等補助金 6,239,661 6,239,661

本年度差額 △ 1,226,628 △ 1,226,628

固定資産等の変動（内部変動） △ 462,558 462,736

有形固定資産等の増加 1,796,199 △ 1,796,199

有形固定資産等の減少 △ 2,171,921 2,171,921

貸付金・基金等の増加 668,974 △ 668,974

貸付金・基金等の減少 △ 755,811 755,811

資産評価差額 22,506 22,506

無償所管換等 - -

比例連結割合変更に伴う差額 - △ 175 175

その他 4,345 4,342 3

本年度純資産変動額 △ 1,199,777 △ 435,885 △ 763,892

本年度末純資産残高 45,256,177 85,371,614 △ 40,115,437

連結純資産変動計算書
                                        自　平成29年(2017年) 4月1日
                                        至　平成30年(2018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 22,163,907

業務費用支出 6,141,679

人件費支出 1,793,524

物件費等支出 3,472,169

支払利息支出 375,329

その他の支出 500,657

移転費用支出 16,022,228

補助金等支出 6,747,064

社会保障給付支出 7,042,758

他会計への繰出支出 1,710,696

その他の支出 521,710

業務収入 23,494,501

税収等収入 12,670,859

国県等補助金収入 6,067,837

使用料及び手数料収入 1,113,095

その他の収入 3,642,710

臨時支出 10,753

災害復旧事業費支出 10,358

その他の支出 394

臨時収入 -

業務活動収支 1,319,841

【投資活動収支】

投資活動支出 2,650,758

公共施設等整備費支出 1,668,736

基金積立金支出 710,861

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 271,160

その他の支出 -

投資活動収入 675,282

国県等補助金収入 171,824

基金取崩収入 186,564

貸付金元金回収収入 270,536

資産売却収入 7,458

その他の収入 38,900

投資活動収支 △ 1,975,475

【財務活動収支】

財務活動支出 2,113,586

地方債償還支出 2,113,364

その他の支出 222

財務活動収入 2,362,058

地方債発行収入 2,276,500

その他の収入 85,558

財務活動収支 248,472

本年度資金収支額 △ 407,162

前年度末資金残高 1,750,045

比例連結割合変更に伴う差額 174

本年度末資金残高 1,343,057

前年度末歳計外現金残高 129,093

本年度歳計外現金増減額 7,409

本年度末歳計外現金残高 136,502

本年度末現金預金残高 1,479,559

連結資金収支計算書
　　　　　　　　　　　　　　自　平成29年(2017年) 4月1日
　　　　　　　　　　　　　　至　平成30年(2018年) 3月31日

科 目
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