
大月市_全体会計 【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 97,485,420,115   固定負債 27,081,250,845

    有形固定資産 87,786,572,329     地方債等 22,368,915,619

      事業用資産 29,094,795,483     長期未払金 -

        土地 10,006,184,626     退職手当引当金 2,769,215,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 40,185,018,255     その他 1,943,120,226

        建物減価償却累計額 -21,648,459,650   流動負債 2,924,791,239

        工作物 2,814,683,196     １年内償還予定地方債等 2,080,779,172

        工作物減価償却累計額 -2,264,146,030     未払金 370,958,007

        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 227,833,412

        航空機 -     預り金 201,492,315

        航空機減価償却累計額 -     その他 43,728,333

        その他 15,150,878 負債合計 30,006,042,084

        その他減価償却累計額 -13,635,792 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 98,335,376,828

      インフラ資産 57,811,251,222   余剰分（不足分） -28,681,236,177

        土地 2,316,380,888   他団体出資等分 -

        建物 29,067,403

        建物減価償却累計額 -27,818,653

        工作物 130,486,888,300

        工作物減価償却累計額 -75,138,676,916

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 145,410,200

      物品 3,774,715,032

      物品減価償却累計額 -2,894,189,408

    無形固定資産 377,087,416

      ソフトウェア 255,825,659

      その他 121,261,757

    投資その他の資産 9,321,760,370

      投資及び出資金 6,613,235,000

        有価証券 -

        出資金 6,613,235,000

        その他 -

      長期延滞債権 520,035,223

      長期貸付金 13,500,000

      基金 2,190,112,351

        減債基金 -

        その他 2,190,112,351

      その他 29,550,118

      徴収不能引当金 -44,672,322

  流動資産 2,174,762,620

    現金預金 911,119,359

    未収金 442,486,912

    短期貸付金 -

    基金 849,956,713

      財政調整基金 602,921,713

      減債基金 247,035,000

    棚卸資産 15,514,141

    その他 -

    徴収不能引当金 -44,314,505

  繰延資産 - 純資産合計 69,654,140,651

資産合計 99,660,182,735 負債及び純資産合計 99,660,182,735

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



大月市_全体会計 【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 20,886,395,253

    業務費用 11,283,050,658

      人件費 4,323,974,643

        職員給与費 2,934,317,746

        賞与等引当金繰入額 216,763,412

        退職手当引当金繰入額 225,938,119

        その他 946,955,366

      物件費等 6,393,133,180

        物件費 2,285,010,148

        維持補修費 63,673,615

        減価償却費 4,044,449,417

        その他 -

      その他の業務費用 565,942,835

        支払利息 304,307,337

        徴収不能引当金繰入額 40,528,983

        その他 221,106,515

    移転費用 9,603,344,595

      補助金等 8,245,667,207

      社会保障給付 1,346,396,965

      その他 11,280,423

  経常収益 2,783,844,242

    使用料及び手数料 2,506,106,878

    その他 277,737,364

純経常行政コスト 18,102,551,011

  臨時損失 52,558,622

    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 -

  臨時利益 5,781,115

    資産売却益 5,781,115

    その他 -

純行政コスト 18,149,328,518



大月市_全体会計 【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 71,602,761,653 100,950,283,458 -29,347,521,805 -

  純行政コスト（△） -18,149,328,518 -18,149,328,518 -

  財源 15,832,892,895 15,832,892,895 -

    税収等 12,185,040,615 12,185,040,615 -

    国県等補助金 3,647,852,280 3,647,852,280 -

  本年度差額 -2,316,435,623 -2,316,435,623 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,982,721,251 2,982,721,251

    有形固定資産等の増加 1,357,596,014 -1,357,596,014

    有形固定資産等の減少 -4,102,216,098 4,102,216,098

    貸付金・基金等の増加 971,334,416 -971,334,416

    貸付金・基金等の減少 -1,209,435,583 1,209,435,583

  資産評価差額 -595,768,535 -595,768,535

  無償所管換等 963,583,156 963,583,156

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,948,621,002 -2,614,906,630 666,285,628 -

本年度末純資産残高 69,654,140,651 98,335,376,828 -28,681,236,177 -

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_全体会計 【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 16,825,979,575

    業務費用支出 7,222,634,980

      人件費支出 4,474,783,310

      物件費等支出 2,242,942,075

      支払利息支出 304,307,337

      その他の支出 200,602,258

    移転費用支出 9,603,344,595

      補助金等支出 8,245,667,207

      社会保障給付支出 1,346,396,965

      その他の支出 11,280,423

  業務収入 18,274,336,653

    税収等収入 11,993,269,604

    国県等補助金収入 3,461,775,280

    使用料及び手数料収入 2,541,554,405

    その他の収入 277,737,364

  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 1,420,344,456

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,681,631,580

    公共施設等整備費支出 876,610,944

    基金積立金支出 417,876,522

    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 840,172,164

    国県等補助金収入 189,743,000

    基金取崩収入 612,390,825

    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 -

投資活動収支 -841,459,416

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,265,394,435

    地方債等償還支出 2,124,401,695

    その他の支出 140,992,740

  財務活動収入 1,308,701,500

    地方債等発行収入 1,205,037,500

    その他の収入 103,664,000

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 911,119,359

財務活動収支 -956,692,935

本年度資金収支額 -377,807,895

前年度末資金残高 1,087,434,939

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 709,627,044
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