
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 50,459,776 固定負債 11,229,684

有形固定資産 47,157,627 地方債 9,633,100
事業用資産 23,586,727 長期未払金 644,795

土地 7,878,814 退職手当引当金 951,789
立木竹 44,606 損失補償等引当金 -
建物 32,037,629 その他 -
建物減価償却累計額 △ 16,651,067 流動負債 1,409,366
工作物 490,893 １年内償還予定地方債 966,952
工作物減価償却累計額 △ 232,877 未払金 354,545
船舶 29,599 未払費用 -
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 87,869
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 12,639,050
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 52,848,607

インフラ資産 23,197,696 余剰分（不足分） △ 11,569,539
土地 4,689,727
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 39,586,428
工作物減価償却累計額 △ 21,083,775
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 5,316

物品 1,467,823
物品減価償却累計額 △ 1,094,619

無形固定資産 23,743
ソフトウェア 23,743
その他 -

投資その他の資産 3,278,405
投資及び出資金 460,823

有価証券 18,100
出資金 442,722
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 205,875
長期貸付金 5,287
基金 2,135,368

減債基金 430,978
その他 1,704,390

その他 544,386
徴収不能引当金 △ 73,332

流動資産 3,458,343
現金預金 1,034,949
未収金 48,833
短期貸付金 -
基金 2,388,831

財政調整基金 2,310,213
減債基金 78,618

棚卸資産 -
その他 -

徴収不能引当金 △ 14,271 41,279,068

53,918,119 53,918,119資産合計 負債及び純資産合計

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



滑川市 ［統一的な基準／一般会計等］ （単位：千円）

金　　　　額

経常費用 11,943,751

業務費用 5,814,083

人件費 1,400,315

職員給与費 875,918

賞与等引当金繰入額 87,869

退職手当引当金繰入額 93,872

その他 342,656

物件費等 3,669,251

物件費 1,786,528

維持補修費 313,854

減価償却費 1,568,869

その他 -

その他の業務費用 744,516

支払利息 96,017

徴収不能引当金繰入額 24,757

その他 623,742

移転費用 6,129,669

補助金等 1,236,346

社会保障給付 2,813,931

他会計への繰出金 1,696,218

その他 383,175

経常収益 322,755

使用料及び手数料 208,856

その他 113,899

11,620,996

臨時損失 10,358

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 -

臨時利益 -

資産売却益 -

その他 -

11,631,355

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



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 41,981,147 53,732,022 △ 11,750,876

純行政コスト（△） △ 11,631,355 △ 11,631,355

財源 10,929,276 10,929,276

税収等 8,391,780 8,391,780

国県等補助金 2,537,496 2,537,496

本年度差額 △ 702,078 △ 702,078

固定資産等の変動（内部変動） △ 883,415 883,415

有形固定資産等の増加 933,565 △ 933,565

有形固定資産等の減少 △ 1,722,546 1,722,546

貸付金・基金等の増加 561,488 △ 561,488

貸付金・基金等の減少 △ 655,922 655,922

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 702,078 △ 883,415 181,337

本年度末純資産残高 41,279,068 52,848,607 △ 11,569,539

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



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 9,808,205

業務費用支出 3,678,536

人件費支出 1,482,137

物件費等支出 1,786,528

支払利息支出 96,017

その他の支出 313,854

移転費用支出 6,129,669

補助金等支出 1,236,346

社会保障給付支出 2,813,931

他会計への繰出支出 1,696,218

その他の支出 383,175

業務収入 11,268,021

税収等収入 8,210,656

国県等補助金収入 2,365,672

使用料及び手数料収入 208,333

その他の収入 483,360

臨時支出 10,358

災害復旧事業費支出 10,358

その他の支出 -

臨時収入 -

業務活動収支 1,449,457

【投資活動収支】

投資活動支出 1,630,400

公共施設等整備費支出 806,143

基金積立金支出 553,097

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 522,391

国県等補助金収入 171,824

基金取崩収入 60,000

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 12,573

投資活動収支 △ 1,108,009

【財務活動収支】

財務活動支出 956,704

地方債償還支出 956,482

その他の支出 222

財務活動収入 691,758

地方債発行収入 606,200

その他の収入 85,558

財務活動収支 △ 264,946

本年度資金収支額 76,502

前年度末資金残高 821,945

本年度末資金残高 898,447

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 1,034,949

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


