
大月市_一般会計 【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 86,352,663,983   固定負債 18,447,987,641

    有形固定資産 77,153,311,437     地方債 16,062,794,117

      事業用資産 22,819,443,485     長期未払金 -

        土地 9,073,784,702     退職手当引当金 2,332,500,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 32,168,348,564     その他 52,693,524

        建物減価償却累計額 -18,797,049,514   流動負債 1,888,523,598

        工作物 2,379,720,867     １年内償還予定地方債 1,515,806,528

        工作物減価償却累計額 -2,005,361,134     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 130,328,182

        航空機 -     預り金 201,492,315

        航空機減価償却累計額 -     その他 40,896,573

        その他 - 負債合計 20,336,511,239

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 86,966,639,983

      インフラ資産 53,988,952,852   余剰分（不足分） -19,765,182,115

        土地 2,316,380,888

        建物 29,067,403

        建物減価償却累計額 -27,818,653

        工作物 124,866,571,102

        工作物減価償却累計額 -73,327,158,088

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 131,910,200

      物品 1,638,414,428

      物品減価償却累計額 -1,293,499,328

    無形固定資産 327,709,555

      ソフトウェア 224,318,851

      その他 103,390,704

    投資その他の資産 8,871,642,991

      投資及び出資金 6,680,890,000

        有価証券 -

        出資金 6,680,890,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 283,276,536

      長期貸付金 -

      基金 1,931,833,076

        減債基金 -

        その他 1,931,833,076

      その他 -

      徴収不能引当金 -24,356,621

  流動資産 1,185,305,124

    現金預金 520,985,934

    未収金 50,343,190

    短期貸付金 -

    基金 613,976,000

      財政調整基金 366,941,000

      減債基金 247,035,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 67,201,457,868

資産合計 87,537,969,107 負債及び純資産合計 87,537,969,107

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



大月市_一般会計 【様式第2号】

（単位：円）

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 12,557,750,962

    業務費用 7,191,885,971

      人件費 2,175,013,751

        職員給与費 1,612,013,764

        賞与等引当金繰入額 130,328,182

        退職手当引当金繰入額 111,410,119

        その他 321,261,686

      物件費等 4,743,983,338

        物件費 1,227,191,113

        維持補修費 11,346,200

        減価償却費 3,505,446,025

        その他 -

      その他の業務費用 272,888,882

        支払利息 183,482,599

        徴収不能引当金繰入額 24,356,621

        その他 65,049,662

    移転費用 5,365,864,991

      補助金等 2,115,455,735

      社会保障給付 1,344,796,965

      他会計への繰出金 1,902,573,268

      その他 3,039,023

  経常収益 398,098,827

    使用料及び手数料 176,439,025

    その他 221,659,802

純経常行政コスト 12,159,652,135

  臨時損失 28,012,622

    災害復旧事業費 28,012,622

    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 -

純行政コスト 12,181,883,642

    その他 -

  臨時利益 5,781,115

    資産売却益 5,781,115



大月市_一般会計 【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 69,097,624,588 89,104,172,533 -20,006,547,945

  純行政コスト（△） -12,181,883,642 -12,181,883,642

  財源 9,917,902,301 9,917,902,301

    税収等 8,123,590,810 8,123,590,810

    国県等補助金 1,794,311,491 1,794,311,491

  本年度差額 -2,263,981,341 -2,263,981,341

  固定資産等の変動（内部変動） -2,505,347,171 2,505,347,171

    有形固定資産等の増加 1,248,969,834 -1,248,969,834

    有形固定資産等の減少 -3,535,953,249 3,535,953,249

    貸付金・基金等の増加 603,904,117 -603,904,117

    貸付金・基金等の減少 -822,267,873 822,267,873

  資産評価差額 -595,768,535 -595,768,535

  無償所管換等 963,583,156 963,583,156

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,896,166,720 -2,137,532,550 241,365,830

本年度末純資産残高 67,201,457,868 86,966,639,983 -19,765,182,115

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



大月市_一般会計 【様式第4号】

（単位：円）

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 9,186,410,197

    業務費用支出 3,820,545,206

      人件費支出 2,333,475,632

      物件費等支出 1,238,537,313

      支払利息支出 183,482,599

      その他の支出 65,049,662

    移転費用支出 5,365,864,991

      補助金等支出 2,115,455,735

      社会保障給付支出 1,344,796,965

      他会計への繰出支出 1,902,573,268

      その他の支出 3,039,023

  業務収入 10,134,930,798

    税収等収入 8,129,515,200

    国県等補助金収入 1,608,234,491

    使用料及び手数料収入 175,521,305

    その他の収入 221,659,802

  臨時支出 28,012,622

    災害復旧事業費支出 28,012,622

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 920,507,979

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,460,244,025

    公共施設等整備費支出 781,437,564

    基金積立金支出 294,062,347

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 384,744,114

  投資活動収入 716,127,769

    国県等補助金収入 186,077,000

    基金取崩収入 493,762,430

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 36,288,339

    その他の収入 -

投資活動収支 -744,116,256

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,666,724,623

    地方債償還支出 1,528,563,643

    その他の支出 138,160,980

  財務活動収入 1,054,937,500

    地方債発行収入 1,054,937,500

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 201,492,315

本年度末歳計外現金残高 201,492,315

本年度末現金預金残高 520,985,934

    その他の収入 -

財務活動収支 -611,787,123

本年度資金収支額 -435,395,400

前年度末資金残高 754,889,019

本年度末資金残高 319,493,619
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