
（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 425,875,025 固定負債 200,636,826

有形固定資産 419,065,262 地方債 181,616,889
事業用資産 279,734,079 長期未払金 12,708

土地 192,412,713 退職手当引当金 18,052,989
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 198,705,984 その他 954,240
建物減価償却累計額 △ 118,233,955 流動負債 20,093,599
工作物 34,212,048 1年内償還予定地方債 17,008,801
工作物減価償却累計額 △ 30,050,825 未払金 5,431
船舶 - 未払費用 215,322
船舶減価償却累計額 - 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 1,758,323
航空機 - 預り金 358,269
航空機減価償却累計額 - その他 747,453
その他 - 220,730,425
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 2,688,116 固定資産等形成分 427,728,278

インフラ資産 135,997,959 余剰分（不足分） △ 218,937,907
土地 81,970,365
建物 25,552,292
建物減価償却累計額 △ 16,982,101
工作物 212,300,771
工作物減価償却累計額 △ 169,507,625
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 2,664,257

物品 11,230,289
物品減価償却累計額 △ 7,897,065

無形固定資産 324,834
ソフトウェア 324,834
その他 -

投資その他の資産 6,484,928
投資及び出資金 1,058,473

有価証券 607,016
出資金 451,457
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 3,315,133
長期貸付金 116,855
基金 2,182,340

減債基金 14,585
その他 2,167,755

その他 -
徴収不能引当金 △ 187,873

流動資産 3,645,772
現金預金 1,231,993
未収金 562,086
短期貸付金 20,023
基金 1,833,230

財政調整基金 1,833,230
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,560 208,790,371

429,520,796 429,520,796

【様式第１号】
一般会計等　貸借対照表

資産合計 負債及び純資産合計
純資産合計

（令和2年3月31日現在）
科目 科目

負債合計

奈良市



（単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費 　

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

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

純行政コスト

財源

税収等

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額

無償所管換等

その他

本年度純資産変動額

前年度末純資産残高

本年度末純資産残高

一般会計等　行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成３１年　４月　１日
至　令和２年　３月３１日

科目 金額

-

114,475,072

62,726,827

26,153,726

19,572,587

1,758,323

1,285,055

3,537,761

34,306,083

21,196,558

2,025,639

11,083,886

2,183,356

2,267,018

1,135,235

130,302

1,001,481

51,748,245

11,550,673

31,291,902

7,756,189

1,149,481

4,568,586

208,882

207,436

2,385,231

109,906,486

194,702

-

194,702

△ 109,892,307 △ 109,892,307

-

-

-

金額

1,446 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

843,627 843,627

110,735,934 110,735,934

77,357,774 77,357,774

33,378,159 33,378,159

445

△ 11,346,877 11,346,877

△ 1,104,490 1,104,490

445

5,812,841 1,226,199 4,586,642

5,042,618 5,042,618

△ 73,850 - △ 73,850

【様式第２号】

208,790,371 427,728,278 △ 218,937,907

202,977,530 426,502,079 △ 223,524,548

1,506,946 △ 1,506,946

△ 3,816,864 3,816,864

7,127,558 △ 7,127,558



【様式第３号】

（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 103,705,662

業務費用支出 51,957,417

人件費支出 26,676,212

物件費等支出 23,222,198

支払利息支出 1,200,926

その他の支出 858,082

移転費用支出 51,748,245

補助金等支出 11,550,673

社会保障給付支出 31,291,902

他会計への繰出支出 7,756,189

その他の支出 1,149,481

業務収入 112,283,360

税収等収入 77,310,391

国県等補助金収入 30,616,949

使用料及び手数料収入 2,188,395

その他の収入 2,167,625

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 46,796

業務活動収支 8,624,494

【投資活動収支】

投資活動支出 8,634,503

公共施設等整備費支出 7,127,558

基金積立金支出 683,258

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 823,688

その他の支出 -

投資活動収入 3,266,228

国県等補助金収入 2,714,415

基金取崩収入 307,167

貸付金元金回収収入 30,210

資産売却収入 214,436

その他の収入 -

投資活動収支 △ 5,368,276

【財務活動収支】

財務活動支出 17,691,653

地方債償還支出 16,911,765

その他の支出 779,888

財務活動収入 14,399,828

地方債発行収入 13,048,600

その他の収入 1,351,228

財務活動収支 △ 3,291,825

△ 35,607

909,331

873,724

前年度末歳計外現金残高 339,307

本年度歳計外現金増減額 18,963

本年度末歳計外現金残高 358,269

本年度末現金預金残高 1,231,993

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

一般会計等　資金収支計算書
自　平成３１年　４月　１日

至　令和２年　３月３１日

科目 金額


