
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 79,774,126 固定負債 36,830,007

有形固定資産 75,911,559 地方債 23,616,695
事業用資産 22,892,935 長期未払金 254,162

土地 8,007,367 退職手当引当金 987,929
立木竹 44,606 損失補償等引当金 -
建物 32,148,332 その他 11,971,221
建物減価償却累計額 △ 17,979,751 流動負債 2,763,617
工作物 739,313 １年内償還予定地方債 1,933,275
工作物減価償却累計額 △ 266,966 未払金 681,646
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 105,280
航空機 - 預り金 42,368
航空機減価償却累計額 - その他 1,048
その他 - 39,593,624
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 81,979,139

インフラ資産 51,277,517 余剰分（不足分） △ 37,153,133
土地 5,254,619
建物 722,287
建物減価償却累計額 △ 67,161
工作物 72,592,498
工作物減価償却累計額 △ 27,442,207
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 217,482

物品 3,825,806
物品減価償却累計額 △ 2,084,699

無形固定資産 14,446
ソフトウェア 11,970
その他 2,476

投資その他の資産 3,848,120
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 282,606
長期貸付金 3,329
基金 2,624,892

減債基金 342,304
その他 2,282,588

その他 544,991
徴収不能引当金 △ 74,082

流動資産 4,645,505
現金預金 2,108,816
未収金 250,412
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 2,399
その他 94,690

徴収不能引当金 △ 15,826 44,826,006

84,419,630 84,419,630

貸借対照表
(令和２年(2020年) 3月31日現在)

資産合計

負債合計

負債及び純資産合計

純資産合計

科 目 科 目



滑川市 ［統一的な基準／全体］ （単位：千円）

金　　　　額

経常費用 18,489,354

業務費用 7,049,848

人件費 1,548,485

職員給与費 933,700

賞与等引当金繰入額 95,128

退職手当引当金繰入額 192,146

その他 327,512

物件費等 4,973,069

物件費 2,190,965

維持補修費 208,077

減価償却費 2,563,619

その他 10,407

その他の業務費用 528,294

支払利息 301,990

徴収不能引当金繰入額 11,364

その他 214,941

移転費用 11,439,506

補助金等 2,914,426

社会保障給付 6,979,067

他会計への繰出金 1,181,860

その他 364,152

経常収益 1,863,177

使用料及び手数料 1,025,432

その他 837,745

16,626,177

臨時損失 9,795

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 7,457

臨時利益 26,582

資産売却益 -

その他 26,582

16,609,390

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／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 44,264,218 82,594,876 △ 38,330,658

純行政コスト（△） △ 16,609,390 △ 16,609,390

財源 16,998,871 16,998,871

税収等 10,957,674 10,957,674

国県等補助金 6,041,198 6,041,198

本年度差額 389,481 389,481

固定資産等の変動（内部変動） △ 681,896 681,896

有形固定資産等の増加 2,765,830 △ 2,765,830

有形固定資産等の減少 △ 3,168,829 3,168,829

貸付金・基金等の増加 696,169 △ 696,169

貸付金・基金等の減少 △ 975,066 975,066

資産評価差額 - -

無償所管換等 66,159 66,159

その他 106,149 106,149

本年度純資産変動額 561,788 △ 615,737 1,177,525

本年度末純資産残高 44,826,006 81,979,139 △ 37,153,133

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／全体］ （単位：千円）

金　　　　額

【業務活動収支】 　

業務支出 14,883,769

業務費用支出 4,058,231

人件費支出 1,520,432

物件費等支出 2,198,924

支払利息支出 120,593

その他の支出 218,283

移転費用支出 10,825,538

補助金等支出 2,913,371

社会保障給付支出 6,979,067

他会計への繰出支出 753,623

その他の支出 179,476

業務収入 17,786,471

税収等収入 9,803,728

国県等補助金収入 5,459,902

使用料及び手数料収入 1,026,485

その他の収入 1,496,356

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 2,900,363

【投資活動収支】

投資活動支出 3,285,025

公共施設等整備費支出 2,269,871

基金積立金支出 705,458

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 936,316

国県等補助金収入 581,296

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 73,757

投資活動収支 △ 2,348,709

【財務活動収支】

財務活動支出 2,581,409

地方債償還支出 2,581,255

その他の支出 153

財務活動収入 2,289,447

地方債発行収入 1,690,400

その他の収入 599,047

財務活動収支 △ 291,962

本年度資金収支額 259,693

前年度末資金残高 1,712,930

本年度末資金残高 1,972,622

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 2,108,816

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


