
（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 429,845,218 固定負債 209,801,138

有形固定資産 422,197,514 地方債 188,994,006
事業用資産 278,248,202 長期未払金 19,949

土地 192,372,558 退職手当引当金 19,645,626
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 185,107,414 その他 1,141,558
建物減価償却累計額 △ 104,631,903 流動負債 20,280,950
工作物 34,015,490 1年内償還予定地方債 17,096,397
工作物減価償却累計額 △ 28,698,815 未払金 7,043
船舶 - 未払費用 390,111
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 1,652,475
航空機 - 預り金 328,398
航空機減価償却累計額 - その他 806,527
その他 - 230,082,088
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 83,458 固定資産等形成分 431,758,572

インフラ資産 140,479,475 余剰分（不足分） △ 228,209,364
土地 79,134,061
建物 25,437,913
建物減価償却累計額 △ 16,278,397
工作物 211,593,162
工作物減価償却累計額 △ 159,802,454
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 395,189

物品 11,232,168
物品減価償却累計額 △ 7,762,331

無形固定資産 704,652
ソフトウェア 704,652
その他 -

投資その他の資産 6,943,052
投資及び出資金 1,067,076

有価証券 615,619
出資金 451,457
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 3,615,995
長期貸付金 121,361
基金 2,320,402

減債基金 9,095
その他 2,311,307

その他 -
徴収不能引当金 △ 181,782

流動資産 3,786,077
現金預金 1,242,898
未収金 631,361
短期貸付金 22,659
基金 1,890,695

財政調整基金 1,790,695
減債基金 100,000

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,534 203,549,207

433,631,295 433,631,295

【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30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】

203,549,207 431,758,572 △ 228,209,364

205,479,646 438,675,702 △ 233,196,057

1,756,717 △ 1,756,717

△ 7,735,980 7,735,980

3,822,449 △ 3,822,449

△ 1,930,438 △ 6,917,131 4,986,693

△ 162,643 △ 162,643

80,840 986,006 △ 905,167

△ 4,514

△ 11,433,461 11,433,461

△ 1,881,685 1,881,685

△ 4,514

90,620 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

△ 1,844,121 △ 1,844,121

106,344,478 106,344,478

75,721,872 75,721,872

30,622,606 30,622,606

108,188,599 △ 108,188,599

-

-

-

金額

541,183

450,562

2,176,824

108,613,003

116,779

-

116,779

2,321,643

2,642,182

1,846,541

105,480

690,160

50,840,711

12,257,301

30,311,382

7,591,115

680,913

4,498,467

-

113,111,470

62,270,758

26,941,934

20,613,290

1,652,475

1,140,539

3,535,631

32,686,642

19,856,216

2,019,659

10,810,767

一般会計等　行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０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 103,038,979

業務費用支出 52,198,267

人件費支出 27,778,898

物件費等支出 21,883,073

支払利息支出 1,877,922

その他の支出 658,374

移転費用支出 50,840,711

補助金等支出 12,257,301

社会保障給付支出 30,311,382

他会計への繰出支出 7,591,115

その他の支出 680,913

業務収入 109,800,764

税収等収入 75,686,893

国県等補助金収入 29,620,670

使用料及び手数料収入 2,358,256

その他の収入 2,134,945

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 13,346

業務活動収支 6,775,131

【投資活動収支】

投資活動支出 5,564,666

公共施設等整備費支出 3,822,449

基金積立金支出 750,248

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 991,969

その他の支出 -

投資活動収入 2,967,567

国県等補助金収入 988,591

基金取崩収入 1,177,453

貸付金元金回収収入 41,855

資産売却収入 759,668

その他の収入 -

投資活動収支 △ 2,597,099

【財務活動収支】

財務活動支出 17,524,825

地方債償還支出 16,702,457

その他の支出 822,368

財務活動収入 13,146,646

地方債発行収入 11,564,800

その他の収入 1,581,846

財務活動収支 △ 4,378,179

△ 200,146

1,114,646

914,500

前年度末歳計外現金残高 365,043

本年度歳計外現金増減額 △ 36,645

本年度末歳計外現金残高 328,398

本年度末現金預金残高 1,242,898

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２９年　４月　１日

至　平成３０年　３月３１日

科目 金額


