
【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 291,787,332,420   固定負債 58,304,887,392

    有形固定資産 273,153,380,576     地方債等 45,635,078,384

      事業用資産 89,915,046,636     長期未払金 -

        土地 48,837,455,654     退職手当引当金 7,302,221,861

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 124,534,159,081     その他 5,367,587,147

        建物減価償却累計額 -85,586,601,201   流動負債 7,826,737,123

        工作物 3,464,307,923     １年内償還予定地方債等 6,145,380,756

        工作物減価償却累計額 -1,919,946,247     未払金 391,576,239

        船舶 -     未払費用 29,756,175

        船舶減価償却累計額 -     前受金 54,663,676

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 438,644,112

        航空機 -     預り金 488,960,866

        航空機減価償却累計額 -     その他 277,755,299

        その他 629,167,326 負債合計 66,131,624,515

        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 304,724,067,761

      インフラ資産 181,175,987,927   余剰分（不足分） -55,571,098,069

        土地 46,102,333,075   他団体出資等分 -

        建物 2,077,084,454

        建物減価償却累計額 -1,184,828,367

        工作物 310,545,810,492

        工作物減価償却累計額 -177,126,393,206

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 761,981,479

      物品 8,495,073,304

      物品減価償却累計額 -6,432,727,291

    無形固定資産 127,197,232

      ソフトウェア 125,770,968

      その他 1,426,264

    投資その他の資産 18,506,754,612

      投資及び出資金 509,424,798

        有価証券 -

        出資金 509,424,798

        その他 -

      長期延滞債権 833,539,676

      長期貸付金 13,936,000

      基金 17,176,535,177

        減債基金 5,503,731,476

        その他 11,672,803,701

      その他 147,714,596

      徴収不能引当金 -174,395,635

  流動資産 23,497,261,787

    現金預金 8,681,633,325

    未収金 784,747,396

    短期貸付金 2,142,000

    基金 12,934,593,341

      財政調整基金 12,934,593,341

      減債基金 -

    棚卸資産 1,063,979,655

    その他 34,077,723

    徴収不能引当金 -3,911,653

  繰延資産 - 純資産合計 249,152,969,692

資産合計 315,284,594,207 負債及び純資産合計 315,284,594,207

各務原市　連結会計財務書類　貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

各務原市　連結会計財務書類　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

  経常費用 86,326,144,405

    業務費用 32,687,461,196

      人件費 8,926,358,436

        職員給与費 6,925,568,091

        賞与等引当金繰入額 441,068,112

        退職手当引当金繰入額 3,498,436

        その他 1,556,223,797

      物件費等 21,980,399,508

        物件費 9,692,887,200

        維持補修費 2,483,455,589

        減価償却費 9,632,716,645

        その他 171,340,074

      その他の業務費用 1,780,703,252

        支払利息 559,174,053

        徴収不能引当金繰入額 177,927,849

        その他 1,043,601,350

    移転費用 53,638,683,209

      補助金等 10,507,984,182

      社会保障給付 43,085,602,039

      その他 45,096,988

  経常収益 6,323,508,745

    使用料及び手数料 3,814,252,322

    その他 2,509,256,423

純経常行政コスト 80,002,635,660

  臨時損失 102,655,281

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 101,476,911

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,178,370

  臨時利益 96,080,774

    資産売却益 53,066,789

    その他 43,013,985

純行政コスト 80,009,210,167



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 247,923,313,440 307,070,778,507 -59,147,465,067 -

  純行政コスト（△） -80,009,210,167 -80,009,210,167 -

  財源 81,441,145,870 81,441,145,870 -

    税収等 55,565,552,775 55,565,552,775 -

    国県等補助金 25,875,593,095 25,875,593,095 -

  本年度差額 1,431,935,703 1,431,935,703 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,331,294,716 2,331,294,716

    有形固定資産等の増加 6,540,058,618 -6,540,058,618

    有形固定資産等の減少 -9,958,301,440 9,958,301,440

    貸付金・基金等の増加 4,827,178,876 -4,827,178,876

    貸付金・基金等の減少 -3,740,230,770 3,740,230,770

  資産評価差額 2,302,210 2,302,210

  無償所管換等 -18,639,264 -18,639,264

  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 8,390,199 256,437 8,133,762 -

  その他 -194,332,596 664,587 -194,997,183

  本年度純資産変動額 1,229,656,252 -2,346,710,746 3,576,366,998 -

本年度末純資産残高 249,152,969,692 304,724,067,761 -55,571,098,069 -

各務原市　連結会計財務書類　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）

各務原市　連結会計財務書類　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 76,279,663,641

    業務費用支出 22,641,865,504

      人件費支出 8,902,826,751

      物件費等支出 12,176,693,237

      支払利息支出 559,174,053

      その他の支出 1,003,171,463

    移転費用支出 53,637,798,137

      補助金等支出 10,507,984,182

      社会保障給付支出 43,085,474,967

      その他の支出 44,338,988

  業務収入 85,483,934,429

    税収等収入 55,476,132,895

    国県等補助金収入 23,923,173,565

    使用料及び手数料収入 3,800,061,784

    その他の収入 2,284,566,185

  臨時支出 1,178,370

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,178,370

  臨時収入 13,985

業務活動収支 9,203,106,403

【投資活動収支】

  投資活動支出 10,699,147,139

    公共施設等整備費支出 6,534,429,662

    基金積立金支出 3,839,117,477

    投資及び出資金支出 5,000,000

    貸付金支出 320,000,000

    その他の支出 600,000

  投資活動収入 5,247,284,435

    国県等補助金収入 1,952,419,530

    基金取崩収入 2,700,000,000

    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 109,027,920

投資活動収支 -5,451,862,704

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,317,115,688

    地方債等償還支出 6,682,471,828

    その他の支出 634,643,860

  財務活動収入 3,492,900,000

    地方債等発行収入 3,492,900,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 492,266,011

本年度歳計外現金増減額 -8,916,131

本年度末歳計外現金残高 483,349,880

本年度末現金預金残高 8,681,633,325

財務活動収支 -3,824,215,688

本年度資金収支額 -72,971,989

前年度末資金残高 8,263,108,298

比例連結割合変更に伴う差額 8,147,136

本年度末資金残高 8,198,283,445


