
（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 425,049,313 固定負債 204,553,012

有形固定資産 417,906,757 地方債 184,768,974
事業用資産 276,102,272 長期未払金 16,330

土地 192,465,898 退職手当引当金 18,654,648
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 186,408,227 その他 1,113,060
建物減価償却累計額 △ 108,798,559 流動負債 20,794,932
工作物 34,175,049 1年内償還予定地方債 17,719,882
工作物減価償却累計額 △ 29,492,425 未払金 3,619
船舶 - 未払費用 281,323
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 1,679,150
航空機 - 預り金 339,307
航空機減価償却累計額 - その他 771,652
その他 - 225,347,944
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,344,082 固定資産等形成分 426,502,079

インフラ資産 138,249,942 余剰分（不足分） △ 223,524,548
土地 80,815,981
建物 25,438,456
建物減価償却累計額 △ 16,634,994
工作物 211,935,512
工作物減価償却累計額 △ 164,484,107
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 1,179,094

物品 11,382,325
物品減価償却累計額 △ 7,827,783

無形固定資産 542,421
ソフトウェア 542,421
その他 -

投資その他の資産 6,600,135
投資及び出資金 1,065,028

有価証券 613,571
出資金 451,457
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 3,393,639
長期貸付金 119,706
基金 2,206,400

減債基金 9,112
その他 2,197,288

その他 -
徴収不能引当金 △ 184,637

流動資産 3,276,161
現金預金 1,248,637
未収金 576,041
短期貸付金 19,686
基金 1,433,080

財政調整基金 1,433,080
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,282 202,977,530

428,325,474 428,325,474

【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31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３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科目 金額

-

114,739,679

62,414,760

27,027,268

20,371,735

1,679,150

1,449,230

3,527,153

33,051,584

20,041,238

2,015,721

10,994,626

2,237,146

2,335,908

1,417,381

106,377

812,150

52,324,918

11,486,059

30,551,707

7,856,548

2,430,604

4,561,037

735,101

729,429

2,323,891

110,178,642

31,482

-

31,482

109,475,023 △ 109,475,023

-

-

-

金額

5,671 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

△ 2,378,519 △ 2,378,519

107,096,504 107,096,504

75,854,950 75,854,950

31,241,554 31,241,554

△ 2,047

△ 11,096,363 11,096,363

△ 2,006,423 2,006,423

△ 2,047

△ 571,677 △ 5,256,493 4,684,816

1,808,889 1,808,889

- - -

【様式第２号】

202,977,530 426,502,079 △ 223,524,548

203,549,207 431,758,572 △ 228,209,364

1,374,893 △ 1,374,893

△ 7,063,335 7,063,335

4,664,558 △ 4,664,558



【様式第３号】

（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 104,519,756

業務費用支出 52,193,588

人件費支出 27,991,571

物件費等支出 22,056,959

支払利息支出 1,526,169

その他の支出 618,890

移転費用支出 52,326,168

補助金等支出 11,486,059

社会保障給付支出 30,551,707

他会計への繰出支出 7,856,548

その他の支出 2,431,854

業務収入 109,463,262

税収等収入 75,914,046

国県等補助金収入 29,071,295

使用料及び手数料収入 2,207,350

その他の収入 2,270,571

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 143,520

業務活動収支 5,087,027

【投資活動収支】

投資活動支出 6,036,636

公共施設等整備費支出 4,664,558

基金積立金支出 477,267

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 894,811

その他の支出 -

投資活動収入 3,947,154

国県等補助金収入 2,026,739

基金取崩収入 1,048,884

貸付金元金回収収入 33,022

資産売却収入 834,759

その他の収入 3,750

投資活動収支 △ 2,089,482

【財務活動収支】

財務活動支出 17,868,373

地方債償還支出 17,046,847

その他の支出 821,526

財務活動収入 14,865,659

地方債発行収入 13,445,300

その他の収入 1,420,359

財務活動収支 △ 3,002,714

△ 5,169

914,500

909,331

前年度末歳計外現金残高 328,398

本年度歳計外現金増減額 10,909

本年度末歳計外現金残高 339,307

本年度末現金預金残高 1,248,637

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３０年　４月　１日

至　平成３１年　３月３１日

科目 金額


