
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 49,834,520 固定負債 10,441,724

有形固定資産 46,499,669 地方債 9,222,739
事業用資産 23,010,395 長期未払金 379,931

土地 7,902,051 退職手当引当金 839,054
立木竹 44,606 損失補償等引当金 -
建物 32,090,073 その他 -
建物減価償却累計額 △ 17,314,698 流動負債 1,353,179
工作物 512,453 １年内償還予定地方債 910,394
工作物減価償却累計額 △ 246,190 未払金 353,080
船舶 32,839 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 28,240 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 89,706
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 11,794,903
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 17,500 固定資産等形成分 52,441,191

インフラ資産 23,088,975 余剰分（不足分） △ 10,838,208
土地 4,855,886
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 40,041,994
工作物減価償却累計額 △ 21,870,421
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 61,516

物品 1,539,416
物品減価償却累計額 △ 1,139,117

無形固定資産 16,480
ソフトウェア 16,480
その他 -

投資その他の資産 3,318,371
投資及び出資金 485,352

有価証券 16,309
出資金 469,044
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 194,270
長期貸付金 4,310
基金 2,158,230

減債基金 375,828
その他 1,782,402

その他 544,835
徴収不能引当金 △ 68,626

流動資産 3,563,366
現金預金 922,827
未収金 46,281
短期貸付金 -
基金 2,606,671

財政調整基金 2,351,440
減債基金 255,231

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 12,413 41,602,983

53,397,886 53,397,886資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
(平成31年(2019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 11,096,468

業務費用 4,982,492

人件費 1,298,946

職員給与費 823,348

賞与等引当金繰入額 89,706

退職手当引当金繰入額 57,560

その他 328,333

物件費等 3,545,044

物件費 1,769,898

維持補修費 208,312

減価償却費 1,566,835

その他 -

その他の業務費用 138,502

支払利息 80,347

徴収不能引当金繰入額 4,334

その他 53,820

移転費用 6,113,976

補助金等 1,848,637

社会保障給付 2,837,558

他会計への繰出金 1,189,120

その他 238,660

経常収益 278,500

使用料及び手数料 202,058

その他 76,442

△ 10,817,968

臨時損失 4,279

災害復旧事業費 4,279

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 -

△ 10,822,247

行政コスト計算書
                                 自　平成30年(2018年) 4月1日
                                 至　平成31年(2019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 41,279,068 52,848,607 △ 11,569,539

純行政コスト（△） △ 10,822,247 △ 10,822,247

財源 11,146,162 11,146,162

税収等 8,811,809 8,811,809

国県等補助金 2,334,353 2,334,353

本年度差額 323,915 323,915

固定資産等の変動（内部変動） △ 407,416 407,416

有形固定資産等の増加 937,686 △ 937,686

有形固定資産等の減少 △ 1,602,908 1,602,908

貸付金・基金等の増加 779,397 △ 779,397

貸付金・基金等の減少 △ 521,591 521,591

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 323,915 △ 407,416 731,331

本年度末純資産残高 41,602,983 52,441,191 △ 10,838,208

純資産変動計算書
                                        自　平成30年(2018年) 4月1日
                                        至　平成31年(2019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 9,584,209

業務費用支出 3,470,233

人件費支出 1,411,676

物件費等支出 1,769,898

支払利息支出 80,347

その他の支出 208,312

移転費用支出 6,113,976

補助金等支出 1,848,637

社会保障給付支出 2,837,558

他会計への繰出支出 1,189,120

その他の支出 238,660

業務収入 11,075,902

税収等収入 8,342,982

国県等補助金収入 2,173,290

使用料及び手数料収入 201,030

その他の収入 358,600

臨時支出 4,279

災害復旧事業費支出 4,279

その他の支出 -

臨時収入 -

業務活動収支 1,487,414

【投資活動収支】

投資活動支出 1,678,169

公共施設等整備費支出 622,717

基金積立金支出 747,920

投資及び出資金支出 36,132

貸付金支出 271,400

その他の支出 -

投資活動収入 468,353

国県等補助金収入 161,063

基金取崩収入 -

貸付金元金回収収入 271,093

資産売却収入 14,178

その他の収入 22,019

投資活動収支 △ 1,209,816

【財務活動収支】

財務活動支出 1,104,528

地方債償還支出 1,104,320

その他の支出 208

財務活動収入 716,018

地方債発行収入 637,400

その他の収入 78,618

財務活動収支 △ 388,510

本年度資金収支額 △ 110,911

前年度末資金残高 898,447

本年度末資金残高 787,535

前年度末歳計外現金残高 136,502

本年度歳計外現金増減額 △ 1,210

本年度末歳計外現金残高 135,292

本年度末現金預金残高 922,827

資金収支計算書
　　　　　　　　　　　　　　自　平成30年(2018年) 4月1日
　　　　　　　　　　　　　　至　平成31年(2019年) 3月31日

科 目


