
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 238,145,961,440   固定負債 34,886,837,512

    有形固定資産 220,975,654,326     地方債 27,460,164,962

      事業用資産 89,914,431,159     長期未払金 -

        土地 48,837,455,654     退職手当引当金 7,217,946,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 124,531,110,699     その他 208,726,550

        建物減価償却累計額 -85,584,168,296   流動負債 5,186,391,164

        工作物 3,464,307,923     １年内償還予定地方債 4,155,190,816

        工作物減価償却累計額 -1,919,946,247     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        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 418,390,105

        航空機 -     預り金 483,341,763

        航空機減価償却累計額 -     その他 129,468,480

        その他 629,167,326 負債合計 40,073,228,676

        その他減価償却累計額 -264,217,657 【純資産の部】

        建設仮勘定 220,721,757   固定資産等形成分 250,223,563,227

      インフラ資産 130,115,267,763   余剰分（不足分） -36,900,261,563

        土地 45,062,143,375

        建物 622,202,174

        建物減価償却累計額 -303,799,867

        工作物 231,105,487,440

        工作物減価償却累計額 -146,706,464,918

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 335,699,559

      物品 3,601,086,089

      物品減価償却累計額 -2,655,130,685

    無形固定資産 103,405,612

      ソフトウェア 103,405,248

      その他 364

    投資その他の資産 17,066,901,502

      投資及び出資金 610,424,798

        有価証券 -

        出資金 610,424,798

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 445,231,284

      長期貸付金 13,936,000

      基金 16,061,876,577

        減債基金 5,503,731,476

        その他 10,558,145,101

      その他 -

      徴収不能引当金 -64,567,157

  流動資産 15,250,568,900

    現金預金 2,936,403,178

    未収金 240,046,389

    短期貸付金 2,142,000

    基金 12,075,459,787

      財政調整基金 12,075,459,787

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,482,454 純資産合計 213,323,301,664

資産合計 253,396,530,340 負債及び純資産合計 253,396,530,340

各務原市　一般会計等財務書類　貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 41,860,393,608

    その他 -

  臨時利益 53,066,789

    資産売却益 53,066,789

    資産除売却損 101,476,911

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 41,811,983,486

  臨時損失 101,476,911

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,351,523,199

    使用料及び手数料 485,748,750

    その他 865,774,449

      社会保障給付 8,471,263,963

      他会計への繰出金 5,036,066,138

      その他 9,110,279

        その他 408,673,743

    移転費用 16,795,451,998

      補助金等 3,279,011,618

      その他の業務費用 606,339,403

        支払利息 129,616,049

        徴収不能引当金繰入額 68,049,611

        維持補修費 1,887,616,206

        減価償却費 7,833,703,161

        その他 -

        その他 1,271,614,048

      物件費等 17,803,707,998

        物件費 8,082,388,631

        職員給与費 6,264,609,133

        賞与等引当金繰入額 418,390,105

        退職手当引当金繰入額 3,394,000

  経常費用 43,163,506,685

    業務費用 26,368,054,687

      人件費 7,958,007,286

各務原市　一般会計等財務書類　行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 213,656,923,178 252,390,955,013 -38,734,031,835

  純行政コスト（△） -41,860,393,608 -41,860,393,608

  財源 41,738,106,331 41,738,106,331

    税収等 30,165,002,263 30,165,002,263

    国県等補助金 11,573,104,068 11,573,104,068

  本年度差額 -122,287,277 -122,287,277

  固定資産等の変動（内部変動） -2,151,054,732 2,151,054,732

    有形固定資産等の増加 4,786,931,155 -4,786,931,155

    有形固定資産等の減少 -8,052,772,918 8,052,772,918

    貸付金・基金等の増加 4,534,736,280 -4,534,736,280

    貸付金・基金等の減少 -3,419,949,249 3,419,949,249

  資産評価差額 2,302,210 2,302,210

  無償所管換等 -18,639,264 -18,639,264

  その他 -194,997,183 - -194,997,183

  本年度純資産変動額 -333,621,514 -2,167,391,786 1,833,770,272

本年度末純資産残高 213,323,301,664 250,223,563,227 -36,900,261,563

各務原市　一般会計等財務書類　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



【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 492,260,862

本年度歳計外現金増減額 -8,919,099

本年度末歳計外現金残高 483,341,763

本年度末現金預金残高 2,936,403,178

    その他の収入 -

財務活動収支 -3,021,335,194

本年度資金収支額 -855,249,038

前年度末資金残高 3,308,310,453

本年度末資金残高 2,453,061,415

  財務活動支出 5,116,735,194

    地方債償還支出 4,500,290,137

    その他の支出 616,445,057

  財務活動収入 2,095,400,000

    地方債発行収入 2,095,400,000

    貸付金元金回収収入 320,000,000

    資産売却収入 165,836,985

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,735,315,913

【財務活動収支】

    貸付金支出 320,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,138,256,515

    国県等補助金収入 1,952,419,530

    基金取崩収入 2,700,000,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,873,572,428

    公共施設等整備費支出 4,719,500,275

    基金積立金支出 3,829,072,153

    投資及び出資金支出 5,000,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 5,901,402,069

  業務収入 41,138,542,994

    税収等収入 30,247,637,542

    国県等補助金収入 9,620,684,538

    使用料及び手数料収入 485,974,412

    その他の収入 784,246,502

    移転費用支出 16,795,451,998

      補助金等支出 3,279,011,618

      社会保障給付支出 8,471,263,963

      他会計への繰出支出 5,036,066,138

      その他の支出 9,110,279

    業務費用支出 18,441,688,927

      人件費支出 7,938,216,948

      物件費等支出 9,965,182,187

      支払利息支出 129,616,049

      その他の支出 408,673,743

各務原市　一般会計等財務書類　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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 35,237,140,925


