
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 80,783,283 固定負債 38,907,441

有形固定資産 77,196,412 地方債 25,489,480
事業用資産 24,406,730 長期未払金 644,795

土地 7,878,814 退職手当引当金 1,077,571
立木竹 44,606 損失補償等引当金 -
建物 32,037,629 その他 11,695,596
建物減価償却累計額 △ 16,651,067 流動負債 2,741,571
工作物 1,310,896 １年内償還予定地方債 2,000,875
工作物減価償却累計額 △ 232,877 未払金 597,028
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 101,112
航空機 - 預り金 42,128
航空機減価償却累計額 - その他 429
その他 - 41,649,012
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 83,172,114

インフラ資産 51,087,185 余剰分（不足分） △ 40,138,473
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 3,399,161
物品減価償却累計額 △ 1,696,664

無形固定資産 28,597
ソフトウェア 23,743
その他 4,853

投資その他の資産 3,558,274
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 308,405
長期貸付金 5,287
基金 2,325,502

減債基金 430,978
その他 1,894,524

その他 544,386
徴収不能引当金 △ 86,127

流動資産 3,899,371
現金預金 1,262,797
未収金 263,757
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 2,398
その他 -

徴収不能引当金 △ 18,413 43,033,642

84,682,654 84,682,654

貸借対照表
(平成30年(2018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 19,387,510

業務費用 7,621,914

人件費 1,494,281

職員給与費 962,595

賞与等引当金繰入額 94,063

退職手当引当金繰入額 94,967

その他 342,656

物件費等 5,044,718

物件費 2,245,540

維持補修費 1,044,803

減価償却費 1,752,070

その他 2,306

その他の業務費用 1,082,914

支払利息 373,528

徴収不能引当金繰入額 28,274

その他 681,112

移転費用 11,765,597

補助金等 2,621,538

社会保障給付 7,042,818

他会計への繰出金 1,696,218

その他 405,023

経常収益 3,740,586

使用料及び手数料 1,024,507

その他 2,716,078

15,646,925

臨時損失 10,371

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 13

臨時利益 24,187

資産売却益 -

その他 24,187

15,633,109

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／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 44,034,393 83,339,630 △ 39,305,237

純行政コスト（△） △ 15,633,109 △ 15,633,109

財源 14,632,357 14,632,357

税収等 10,550,869 10,550,869

国県等補助金 4,081,488 4,081,488

本年度差額 △ 1,000,751 △ 1,000,751

固定資産等の変動（内部変動） △ 167,516 167,516

有形固定資産等の増加 1,795,733 △ 1,795,733

有形固定資産等の減少 △ 1,908,053 1,908,053

貸付金・基金等の増加 601,397 △ 601,397

貸付金・基金等の減少 △ 656,593 656,593

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 1,000,751 △ 167,516 △ 833,236

本年度末純資産残高 43,033,642 83,172,114 △ 40,138,473

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／全体］ （単位：千円）

金　　　　額

【業務活動収支】 　

業務支出 17,160,231

業務費用支出 5,286,164

人件費支出 1,569,121

物件費等支出 2,973,280

支払利息支出 373,528

その他の支出 370,235

移転費用支出 11,874,067

補助金等支出 2,621,538

社会保障給付支出 7,042,758

他会計への繰出支出 1,696,218

その他の支出 513,553

業務収入 18,444,272

税収等収入 10,345,234

国県等補助金収入 3,909,664

使用料及び手数料収入 1,023,983

その他の収入 3,165,390

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 1,273,683

【投資活動収支】

投資活動支出 2,582,755

公共施設等整備費支出 1,668,311

基金積立金支出 643,284

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 576,065

国県等補助金収入 171,824

基金取崩収入 87,346

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 △ 2,006,690

【財務活動収支】

財務活動支出 2,025,806

地方債償還支出 2,025,584

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 336,252

本年度資金収支額 △ 396,756

前年度末資金残高 1,523,050

本年度末資金残高 1,126,295

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 1,262,797

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


