
（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 436,729,907 固定負債 215,420,448

有形固定資産 428,331,135 地方債 193,694,963
事業用資産 280,533,324 長期未払金 26,992

土地 191,580,873 退職手当引当金 20,576,281
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 184,234,671 その他 1,122,213
建物減価償却累計額 △ 101,033,264 流動負債 19,793,092
工作物 32,600,595 1年内償還予定地方債 16,628,047
工作物減価償却累計額 △ 28,077,826 未払金 7,198
船舶 - 未払費用 421,113
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 1,647,077
航空機 - 預り金 365,043
航空機減価償却累計額 - その他 724,615
その他 - 235,213,540
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,228,276 固定資産等形成分 438,675,702

インフラ資産 144,334,704 余剰分（不足分） △ 233,196,057
土地 78,745,821
建物 25,347,935
建物減価償却累計額 △ 15,923,703
工作物 210,267,697
工作物減価償却累計額 △ 154,825,625
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 722,579

物品 10,922,592
物品減価償却累計額 △ 7,459,484

無形固定資産 937,829
ソフトウェア 937,829
その他 -

投資その他の資産 7,460,942
投資及び出資金 1,071,590

有価証券 620,133
出資金 451,457
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 3,757,563
長期貸付金 140,984
基金 2,708,118

減債基金 108,953
その他 2,599,164

その他 -
徴収不能引当金 △ 217,312

流動資産 3,963,278
現金預金 1,479,689
未収金 539,143
短期貸付金 15,611
基金 1,930,184

財政調整基金 1,590,107
減債基金 340,077

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,349 205,479,646

440,693,186 440,693,186

【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

（平成29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

【様式第２号】

205,479,646 438,675,702 △ 233,196,057

208,181,810 445,025,067 △ 236,843,257

1,377,534 △ 1,377,534

△ 7,480,206 7,480,206

5,604,088 △ 5,604,088

△ 2,702,165 △ 6,349,365 3,647,200

1,127,483 1,127,483

- - -

3,358

△ 11,271,774 11,271,774

△ 3,190,054 3,190,054

3,358

61,157 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

△ 3,833,006 △ 3,833,006

105,601,389 105,601,389

74,421,197 74,421,197

31,180,192 31,180,192

109,434,395 △ 109,434,395

-

-

-

金額

204,811

143,655

2,277,191

109,359,135

280,071

-

280,071

2,171,100

3,238,224

2,085,298

173,966

978,960

49,644,423

11,653,699

29,755,233

7,794,859

440,632

4,448,291

-

113,807,426

64,163,003

28,163,083

20,650,303

1,647,077

2,529,127

3,336,577

32,761,695

20,055,443

1,972,654

10,733,599

一般会計等　行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成２８年　４月　１日
至　平成２９年　３月３１日

科目 金額



【様式第３号】

（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 102,351,005

業務費用支出 52,697,445

人件費支出 27,876,292

物件費等支出 22,035,450

支払利息支出 2,145,434

その他の支出 640,269

移転費用支出 49,653,559

補助金等支出 11,653,699

社会保障給付支出 29,755,233

他会計への繰出支出 7,794,859

その他の支出 449,768

業務収入 107,715,938

税収等収入 74,594,348

国県等補助金収入 28,715,588

使用料及び手数料収入 2,191,545

その他の収入 2,214,458

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 4,585

業務活動収支 5,369,519

【投資活動収支】

投資活動支出 6,981,030

公共施設等整備費支出 5,604,088

基金積立金支出 240,590

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 1,136,351

その他の支出 -

投資活動収入 4,480,235

国県等補助金収入 2,460,019

基金取崩収入 1,532,625

貸付金元金回収収入 58,425

資産売却収入 401,759

その他の収入 27,407

投資活動収支 △ 2,500,795

【財務活動収支】

財務活動支出 17,518,295

地方債償還支出 16,788,554

その他の支出 729,741

財務活動収入 14,535,046

地方債発行収入 12,863,400

その他の収入 1,671,646

財務活動収支 △ 2,983,249

△ 114,525

1,229,170

1,114,646

前年度末歳計外現金残高 278,861

本年度歳計外現金増減額 86,182

本年度末歳計外現金残高 365,043

本年度末現金預金残高 1,479,689

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２８年　４月　１日

至　平成２９年　３月３１日

科目 金額


