
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 49,732,014 固定負債 10,095,183

有形固定資産 46,344,037 地方債 8,951,997
事業用資産 22,680,070 長期未払金 254,162

土地 7,913,701 退職手当引当金 889,024
立木竹 44,606 損失補償等引当金 -
建物 32,148,332 その他 -
建物減価償却累計額 △ 17,979,751 流動負債 1,334,146
工作物 620,114 １年内償還予定地方債 901,420
工作物減価償却累計額 △ 266,966 未払金 343,899
船舶 36,882 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 28,734 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 88,827
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 11,429,328
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 191,885 固定資産等形成分 51,937,028

インフラ資産 23,192,796 余剰分（不足分） △ 10,311,683
土地 4,983,905
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 40,681,391
工作物減価償却累計額 △ 22,669,950
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 197,449

物品 1,688,355
物品減価償却累計額 △ 1,217,183

無形固定資産 11,970
ソフトウェア 11,970
その他 -

投資その他の資産 3,376,007
投資及び出資金 466,384

有価証券 7,323
出資金 459,061
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 188,395
長期貸付金 3,329
基金 2,239,744

減債基金 342,304
その他 1,897,440

その他 544,991
徴収不能引当金 △ 66,835

流動資産 3,322,659
現金預金 1,084,210
未収金 46,071
短期貸付金 -
基金 2,205,014

財政調整基金 2,105,789
減債基金 99,225

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 12,636 41,625,345

53,054,673 53,054,673資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
(令和2年(2020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 11,724,534

業務費用 5,372,089

人件費 1,486,198

職員給与費 850,970

賞与等引当金繰入額 88,827

退職手当引当金繰入額 218,889

その他 327,512

物件費等 3,620,238

物件費 1,815,848

維持補修費 194,819

減価償却費 1,609,571

その他 -

その他の業務費用 265,653

支払利息 67,348

徴収不能引当金繰入額 9,423

その他 188,882

移転費用 6,352,445

補助金等 1,875,061

社会保障給付 2,931,372

他会計への繰出金 1,181,860

その他 364,152

経常収益 270,087

使用料及び手数料 195,982

その他 74,105

11,454,447

臨時損失 2,339

災害復旧事業費 2,339

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 -

11,456,786

行政コスト計算書
                                 自　平成31年(2019年) 4月1日
                                 至　令和2年(2020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 41,602,983 52,441,191 △ 10,838,208

純行政コスト（△） △ 11,456,786 △ 11,456,786

財源 11,479,148 11,479,148

税収等 8,894,057 8,894,057

国県等補助金 2,585,091 2,585,091

本年度差額 22,362 22,362

固定資産等の変動（内部変動） △ 504,163 504,163

有形固定資産等の増加 1,537,046 △ 1,537,046

有形固定資産等の減少 △ 1,697,188 1,697,188

貸付金・基金等の増加 631,032 △ 631,032

貸付金・基金等の減少 △ 975,053 975,053

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 22,362 △ 504,163 526,525

本年度末純資産残高 41,625,345 51,937,028 △ 10,311,683

純資産変動計算書
                                        自　平成31年(2019年) 4月1日
                                        至　令和2年(2020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 9,867,373

業務費用支出 3,514,927

人件費支出 1,436,911

物件費等支出 1,815,848

支払利息支出 67,348

その他の支出 194,819

移転費用支出 6,352,446

補助金等支出 1,875,061

社会保障給付支出 2,931,372

他会計への繰出支出 1,181,861

その他の支出 364,152

業務収入 11,619,077

税収等収入 8,255,528

国県等補助金収入 2,462,534

使用料及び手数料収入 197,035

その他の収入 703,980

臨時支出 2,339

災害復旧事業費支出 2,339

その他の支出 -

臨時収入 -

業務活動収支 1,749,365

【投資活動収支】

投資活動支出 1,985,430

公共施設等整備費支出 1,036,666

基金積立金支出 639,067

投資及び出資金支出 39,256

貸付金支出 270,440

その他の支出 -

投資活動収入 421,184

国県等補助金収入 122,557

基金取崩収入 -

貸付金元金回収収入 271,108

資産売却収入 10,155

その他の収入 17,365

投資活動収支 △ 1,564,245

【財務活動収支】

財務活動支出 950,970

地方債償還支出 950,816

その他の支出 153

財務活動収入 926,331

地方債発行収入 671,100

その他の収入 255,231

財務活動収支 △ 24,639

本年度資金収支額 160,481

前年度末資金残高 787,535

本年度末資金残高 948,016

前年度末歳計外現金残高 135,292

本年度歳計外現金増減額 902

本年度末歳計外現金残高 136,194

本年度末現金預金残高 1,084,210

資金収支計算書
　　　　　　　　　　　　　　自　平成31年(2019年) 4月1日
　　　　　　　　　　　　　　至　令和2年(2020年) 3月31日

科 目


