
（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 627,686,494 固定負債 369,004,714

有形固定資産 591,652,411 地方債 248,059,979
事業用資産 290,012,381 長期未払金 20,527

土地 194,339,239 退職手当引当金 20,863,115
立木竹 732 損失補償等引当金 -
建物 200,497,228 その他 100,061,093
建物減価償却累計額 △ 110,292,776 流動負債 27,543,368
工作物 34,096,808 1年内償還予定地方債 21,912,111
工作物減価償却累計額 △ 28,712,308 未払金 1,176,880
船舶 - 未払費用 390,111
船舶減価償却累計額 - 前受金 16,745
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 1,817,128
航空機 - 預り金 732,402
航空機減価償却累計額 - その他 1,497,991
その他 - 396,548,082
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 629,599,848

インフラ資産 298,020,154 余剰分（不足分） △ 384,920,515
土地 84,891,643 他団体出資等分 -
建物 30,624,810
建物減価償却累計額 △ 18,329,917
工作物 408,487,610
工作物減価償却累計額 △ 215,595,166
その他 22,030,545
その他減価償却累計額 △ 14,725,907
建設仮勘定 636,536

物品 12,014,377
物品減価償却累計額 △ 8,394,500

無形固定資産 27,042,823
ソフトウェア 714,408
その他 26,328,416

投資その他の資産 8,991,260
投資及び出資金 1,070,251

有価証券 615,619
出資金 454,632
その他 -

長期延滞債権 4,407,941
長期貸付金 81,361
基金 4,120,539

減債基金 9,095
その他 4,111,444

その他 -
徴収不能引当金 △ 688,832

流動資産 13,540,920
現金預金 8,432,144
未収金 3,041,697
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 29,916
その他 202,122
徴収不能引当金 △ 78,312

繰延資産 - 244,679,333
641,227,415 641,227,415

（平成30年3月31日現在）

【様式第１号】
全体貸借対照表

科目 科目
奈良市

負債及び純資産合計資産合計

負債合計

純資産合計



（単位：千円）

金額

経常費用 195,834,681

業務費用 79,067,140

人件費 29,001,077

職員給与費 21,700,857

賞与等引当金繰入額 1,790,588

退職手当引当金繰入額 1,245,381

その他 4,264,250

物件費等 43,380,600

物件費 21,182,724

維持補修費 2,324,779

減価償却費 18,297,483

その他 1,575,614

その他の業務費用 6,685,464

支払利息 2,757,693

徴収不能引当金繰入額 398,751

その他 3,529,021

移転費用 116,767,541

補助金等 85,762,431

社会保障給付 30,323,738

その他 681,372

経常収益 21,194,329

使用料及び手数料 13,877,342

その他 7,316,987

純経常行政コスト 174,640,353

臨時損失 127,679

災害復旧事業費 -

資産除売却損 116,779

損失補償等引当金繰入額 -

その他 10,900

臨時利益 1,054,869

資産売却益 450,562

その他 604,306 固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

純行政コスト △ 173,713,163 △ 173,713,163 -

財源 173,013,350 173,013,350 -

税収等 121,332,137 121,332,137 -

国県等補助金 51,681,213 51,681,213 -

本年度差額 △ 699,814 △ 699,814 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 11,548,479 11,548,479

有形固定資産等の増加 7,819,976 △ 7,819,976

有形固定資産等の減少 △ 19,797,039 19,797,039

貸付金・基金等の増加 2,465,143 △ 2,465,143

貸付金・基金等の減少 △ 2,036,558 2,036,558

資産評価差額 △ 4,514 △ 4,514

無償所管換等 △ 147,612 △ 147,612

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 851,940 △ 11,700,605 10,848,666 -

前年度末純資産残高 245,531,273 641,300,453 △ 395,769,180 -

本年度末純資産残高 244,679,333 629,599,848 △ 384,920,515 -

【様式第２号】

科目

全体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

金額

奈良市



【様式第３号】

（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 180,709,693

業務費用支出 63,941,121

人件費支出 29,879,658

物件費等支出 24,826,056

支払利息支出 2,881,237

その他の支出 6,354,170

移転費用支出 116,768,573

補助金等支出 85,762,431

社会保障給付支出 30,323,738

その他の支出 682,403

業務収入 192,554,053

税収等収入 120,903,857

国県等補助金収入 50,562,779

使用料及び手数料収入 13,821,731

その他の収入 7,265,686

臨時支出 87,654

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 87,654

臨時収入 14,932

業務活動収支 11,771,638

【投資活動収支】

投資活動支出 9,039,284

公共施設等整備費支出 6,566,661

基金積立金支出 1,480,654

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 5,542,400

国県等補助金収入 2,122,077

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 759,768

その他の収入 1,441,247

投資活動収支 △ 3,496,884

【財務活動収支】

財務活動支出 22,753,539

地方債償還支出 21,218,907

その他の支出 1,534,632

財務活動収入 16,093,746

地方債発行収入 14,511,900

その他の収入 1,581,846

財務活動収支 △ 6,659,793

1,614,961

6,488,785

-

8,103,746

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 8,432,144

全体資金収支計算書
自　平成２９年　４月　１日

至　平成３０年　３月３１日

前年度末資金残高

本年度末資金残高

科目 金額

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

奈良市


