
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 79,988,205 固定負債 37,624,353

有形固定資産 76,242,701 地方債 24,503,931
事業用資産 23,729,387 長期未払金 379,931

土地 7,902,051 退職手当引当金 964,702
立木竹 44,606 損失補償等引当金 -
建物 32,090,073 その他 11,775,788
建物減価償却累計額 △ 17,314,698 流動負債 2,855,793
工作物 1,231,445 １年内償還予定地方債 2,025,648
工作物減価償却累計額 △ 246,190 未払金 683,838
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 105,294
航空機 - 預り金 39,889
航空機減価償却累計額 - その他 1,124
その他 - 40,480,146
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 82,594,876

インフラ資産 50,867,735 余剰分（不足分） △ 38,330,658
土地 5,126,600
建物 466,609
建物減価償却累計額 △ 51,656
工作物 71,091,223
工作物減価償却累計額 △ 25,843,269
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 78,229

物品 3,515,553
物品減価償却累計額 △ 1,869,974

無形固定資産 20,145
ソフトウェア 16,480
その他 3,665

投資その他の資産 3,725,360
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 291,715
長期貸付金 4,310
基金 2,476,988

減債基金 375,828
その他 2,101,160

その他 544,835
徴収不能引当金 △ 77,840

流動資産 4,756,158
現金預金 1,848,222
未収金 220,279
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 2,368
その他 94,630

徴収不能引当金 △ 16,011 44,264,218

84,744,363 84,744,363

貸借対照表
(平成31年(2019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 18,027,990

業務費用 6,758,706

人件費 1,403,529

職員給与費 920,969

賞与等引当金繰入額 96,801

退職手当引当金繰入額 57,426

その他 328,333

物件費等 4,921,900

物件費 2,179,130

維持補修費 226,032

減価償却費 2,513,220

その他 3,519

その他の業務費用 433,277

支払利息 336,395

徴収不能引当金繰入額 3,544

その他 93,338

移転費用 11,269,285

補助金等 2,841,972

社会保障給付 6,999,532

他会計への繰出金 1,189,120

その他 238,660

経常収益 1,906,360

使用料及び手数料 1,062,612

その他 843,748

△ 16,121,630

臨時損失 9,017

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 4,738

臨時利益 29,341

資産売却益 -

その他 29,341

△ 16,101,305

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／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 43,033,642 83,172,114 △ 40,138,473

純行政コスト（△） △ 16,101,305 △ 16,101,305

財源 17,299,747 17,299,747

税収等 11,048,052 11,048,052

国県等補助金 6,251,696 6,251,696

本年度差額 1,198,442 1,198,442

固定資産等の変動（内部変動） △ 631,663 631,663

有形固定資産等の増加 1,638,308 △ 1,638,308

有形固定資産等の減少 △ 2,654,897 2,654,897

貸付金・基金等の増加 906,540 △ 906,540

貸付金・基金等の減少 △ 521,614 521,614

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 △ 22,291 △ 22,291 -

本年度純資産変動額 1,176,151 △ 653,954 1,830,105

本年度末純資産残高 44,209,793 82,518,160 △ 38,308,367

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／全体］ （単位：千円）

金　　　　額

【業務活動収支】 　

業務支出 15,058,040

業務費用支出 4,069,212

人件費支出 1,514,012

物件費等支出 2,191,784

支払利息支出 119,873

その他の支出 243,543

移転費用支出 10,988,828

補助金等支出 2,841,194

社会保障給付支出 6,999,532

他会計への繰出支出 771,143

その他の支出 376,959

業務収入 17,379,400

税収等収入 9,896,342

国県等補助金収入 5,261,815

使用料及び手数料収入 1,061,584

その他の収入 1,159,660

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 2,317,081

【投資活動収支】

投資活動支出 2,090,794

公共施設等整備費支出 906,718

基金積立金支出 876,544

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 872,347

国県等補助金収入 478,630

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 108,445

投資活動収支 △ 1,218,447

【財務活動収支】

財務活動支出 1,853,159

地方債償還支出 1,852,951

その他の支出 208

財務活動収入 1,341,161

地方債発行収入 1,253,900

その他の収入 87,261

財務活動収支 △ 511,999

本年度資金収支額 586,635

前年度末資金残高 1,126,295

本年度末資金残高 1,712,930

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 1,848,222

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


