
大月市_連結会計 【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 111,918,933,869   固定負債 38,867,810,224

    有形固定資産 106,215,080,074     地方債等 27,510,610,337

      事業用資産 31,146,963,358     長期未払金 130,633,123

        土地 10,486,353,586     退職手当引当金 2,812,261,549

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 42,703,710,505     その他 8,414,305,215

        建物減価償却累計額 -23,138,451,778   流動負債 3,364,342,315

        工作物 2,818,591,483     １年内償還予定地方債等 2,428,385,718

        工作物減価償却累計額 -2,264,425,506     未払金 450,100,093

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 13,325

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 233,892,977

        航空機 -     預り金 207,812,035

        航空機減価償却累計額 -     その他 44,138,167

        その他 19,262,651 負債合計 42,232,152,539

        その他減価償却累計額 -17,421,186 【純資産の部】

        建設仮勘定 539,343,603   固定資産等形成分 112,804,528,027

      インフラ資産 74,178,082,078   余剰分（不足分） -40,519,655,703

        土地 3,190,236,096   他団体出資等分 -

        建物 1,143,343,700

        建物減価償却累計額 -218,423,562

        工作物 151,186,247,651

        工作物減価償却累計額 -81,441,284,524

        その他 923,968,510

        その他減価償却累計額 -751,415,993

        建設仮勘定 145,410,200

      物品 3,813,951,817

      物品減価償却累計額 -2,923,917,179

    無形固定資産 2,713,849,511

      ソフトウェア 255,825,659

      その他 2,458,023,852

    投資その他の資産 2,990,004,284

      投資及び出資金 60,326,000

        有価証券 -

        出資金 60,326,000

        その他 -

      長期延滞債権 520,035,223

      長期貸付金 13,500,000

      基金 2,258,867,536

        減債基金 -

        その他 2,258,867,536

      その他 181,947,847

      徴収不能引当金 -44,672,322

  流動資産 2,598,090,994

    現金預金 1,273,399,815

    未収金 461,743,781

    短期貸付金 -

    基金 885,594,158

      財政調整基金 624,445,897

      減債基金 261,148,261

    棚卸資産 21,667,745

    その他 -

    徴収不能引当金 -44,314,505

  繰延資産 - 純資産合計 72,284,872,324

資産合計 114,517,024,863 負債及び純資産合計 114,517,024,863

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



大月市_連結会計 【様式第2号】

（単位：円）

連結行政コスト計算書
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 24,862,653,793

    業務費用 12,881,826,539

      人件費 4,442,226,728

        職員給与費 3,038,404,315

        賞与等引当金繰入額 222,433,792

        退職手当引当金繰入額 226,085,334

        その他 955,303,287

      物件費等 7,749,176,083

        物件費 2,894,073,873

        維持補修費 93,764,835

        減価償却費 4,761,292,717

        その他 44,658

      その他の業務費用 690,423,728

        支払利息 409,505,512

        徴収不能引当金繰入額 40,658,196

        その他 240,260,020

    移転費用 11,980,827,254

      補助金等 6,807,552,989

      社会保障給付 5,082,599,389

      その他 90,674,876

  経常収益 5,594,905,783

    使用料及び手数料 3,116,124,575

    その他 2,478,781,208

純経常行政コスト 19,267,748,010

  臨時損失 52,560,537

    災害復旧事業費 28,012,622

    資産除売却損 24,546,000

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,915

  臨時利益 5,918,199

    資産売却益 5,781,115

    その他 137,084

純行政コスト 19,314,390,348



大月市_連結会計 【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 72,836,323,195 114,237,396,372 -41,401,073,177 -

  純行政コスト（△） -19,314,390,348 -19,314,390,348 -

  財源 17,213,233,437 17,213,233,437 -

    税収等 11,728,226,955 11,728,226,955 -

    国県等補助金 5,485,006,482 5,485,006,482 -

  本年度差額 -2,101,156,911 -2,101,156,911 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,343,889,373 3,343,889,373

    有形固定資産等の増加 1,727,070,979 -1,727,070,979

    有形固定資産等の減少 -4,819,738,232 4,819,738,232

    貸付金・基金等の増加 972,925,241 -972,925,241

    貸付金・基金等の減少 -1,224,147,361 1,224,147,361

  資産評価差額 -595,768,535 -595,768,535

  無償所管換等 963,463,260 963,463,260

  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 1,167,979,092 1,518,040,570 -350,061,478 -

  その他 14,032,223 25,285,733 -11,253,510

  本年度純資産変動額 -551,450,871 -1,432,868,345 881,417,474 -

本年度末純資産残高 72,284,872,324 112,804,528,027 -40,519,655,703 -

連結純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



大月市_連結会計 【様式第4号】

（単位：円）

連結資金収支計算書
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 20,068,427,757

    業務費用支出 8,087,600,503

      人件費支出 4,594,512,211

      物件費等支出 2,869,531,808

      支払利息支出 409,505,509

      その他の支出 214,050,975

    移転費用支出 11,980,827,254

      補助金等支出 6,807,552,989

      社会保障給付支出 5,082,599,389

      その他の支出 90,674,876

  業務収入 22,117,550,311

    税収等収入 11,314,150,039

    国県等補助金収入 5,173,241,406

    使用料及び手数料収入 3,154,410,216

    その他の収入 2,475,748,650

  臨時支出 28,014,537

    災害復旧事業費支出 28,012,622

    その他の支出 1,915

  臨時収入 137,084

業務活動収支 2,021,245,101

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,128,041,795

    公共施設等整備費支出 1,321,430,334

    基金積立金支出 419,467,347

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,400,000

    その他の支出 384,744,114

  投資活動収入 971,777,216

    国県等補助金収入 315,431,076

    基金取崩収入 612,904,157

    貸付金元金回収収入 1,750,000

    資産売却収入 36,288,339

    その他の収入 5,403,644

投資活動収支 -1,156,264,579

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,749,380,491

    地方債等償還支出 2,608,376,826

    その他の支出 141,003,665

  財務活動収入 1,584,891,832

    地方債等発行収入 1,467,597,937

    その他の収入 117,293,895

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 1,273,399,815

財務活動収支 -1,164,488,659

本年度資金収支額 -299,508,137

前年度末資金残高 1,344,367,091

比例連結割合変更に伴う差額 27,048,546

本年度末資金残高 1,071,907,500
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