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固定資産台帳
資産番号 0 財産番号 0

資産名称 補助科目 600

施設 所在地

地区 設置場所 階数

地目 会計 1 目的別資産区分 17999

主管課 100 執行機関 事業分類

摘要

単価 0 時価 数量 0.00 単位

面積 緯度 経度 開始時見積資産

取得価額 672,000 全体取得価額 所有割合 除売却累計 0 0

期首簿価 403,200 減価償却累計額 403,200 評価増減等累計 0 当期除売却 0

期末簿価 268,800 当期減価償却額 134,400 当期評価増減等 0 当期取得額 0

国県等補助金 0 地方債 0 税収等 0 その他 403,200

取得年度 平成25年度 取得日 2013/08/23 完成年度 完成日 供用開始年度 供用開始日

稼働年数 3 売却予定日 売却・除却年度 売却・除却日 資産区分 行政財産 資産登録種別 開始資産

売却可能区分 売却可能資産 新規・中古区分 新規資産 リース・PFI区分 一括 款項目 資産種別

償却対象区分 償却対象 償却開始区分 翌年度から開始 備忘価額区分 1円残しする 耐用年数 5

資産属性 資産用途 資産構造

予備1 予備2 予備3

予備4 予備5

耐震診断状況 耐震化状況 長寿命化履歴

複合化状況 利用者数 稼働率

運営方式 運営時間 職員人数

ランニングコスト

異動履歴

財産枝番 異動年度 異動日 異動事由 異動金額 稼働年数 数量 単位 国県等補助金 地方債 税収等 その他

資産履歴No 支出命令番号

0 平成27年度 2016/03/31 当初取得 672,000 2 0.00 0 0 0 672000

1

0 平成27年度 2016/03/31 一括償却 268,800 2 0.00

2

0 平成28年度 2017/03/31 減価償却 134,400 3 0.00

3

合筆先財産番号・枝番 分筆先財産番号・枝番 本勘定振替先財産番号・枝番 摘要

物品

総務課

減価償却累計額(参考額)

一般会計 総務

1 備品台帳0031_1

財務会計用サーバ一式 物品

富山市婦中町速星754番地



固定資産台帳
資産番号 0 財産番号 0

資産名称 補助科目 700

施設 所在地

地区 設置場所 階数

地目 会計 1 目的別資産区分 17999

主管課 100 執行機関 事業分類

摘要

単価 0 時価 数量 0.00 単位

面積 緯度 経度 開始時見積資産

取得価額 903,000 全体取得価額 所有割合 除売却累計 0 0

期首簿価 541,800 減価償却累計額 541,800 評価増減等累計 0 当期除売却 0

期末簿価 361,200 当期減価償却額 180,600 当期評価増減等 0 当期取得額 0

国県等補助金 0 地方債 0 税収等 0 その他 541,800

取得年度 平成25年度 取得日 2013/08/23 完成年度 完成日 供用開始年度 供用開始日

稼働年数 3 売却予定日 売却・除却年度 売却・除却日 資産区分 行政財産 資産登録種別 開始資産

売却可能区分 売却可能資産 新規・中古区分 新規資産 リース・PFI区分 一括 款項目 資産種別

償却対象区分 償却対象 償却開始区分 翌年度から開始 備忘価額区分 1円残ししない 耐用年数 5

資産属性 資産用途 資産構造

予備1 予備2 予備3

予備4 予備5

耐震診断状況 耐震化状況 長寿命化履歴

複合化状況 利用者数 稼働率

運営方式 運営時間 職員人数

ランニングコスト

異動履歴

財産枝番 異動年度 異動日 異動事由 異動金額 稼働年数 数量 単位 国県等補助金 地方債 税収等 その他

資産履歴No 支出命令番号

0 平成27年度 2016/03/31 当初取得 903,000 2 0.00 0 0 0 903000

1

0 平成27年度 2016/03/31 一括償却 361,200 2 0.00

2

0 平成28年度 2017/03/31 減価償却 180,600 3 0.00

3

合筆先財産番号・枝番 分筆先財産番号・枝番 本勘定振替先財産番号・枝番 摘要

減価償却累計額(参考額)

無形固定資産

一般会計 総務

総務課

富山市婦中町速星754番地
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財務会計システム ソフトウェア


