
【様式第1号】

自治体名：木更津市

会計：連結会計 （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 206,450,773,274   固定負債 87,476,456,770

    有形固定資産 197,836,736,776     地方債等 69,012,297,362

      事業用資産 46,420,048,922     長期未払金 17,751,520

        土地 22,946,656,203     退職手当引当金 6,792,868,473

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 11,653,539,415

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 8,381,118,092

        建物 69,825,082,383     １年内償還予定地方債等 5,683,481,012

        建物減価償却累計額 -49,331,331,054     未払金 1,250,190,756

        建物減損損失累計額 -     未払費用 4,040,935

        工作物 4,190,447,375     前受金 451,670

        工作物減価償却累計額 -1,815,219,034     前受収益 1,007,138

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 992,658,656

        船舶 -     預り金 177,176,181

        船舶減価償却累計額 -     その他 272,111,744

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 95,857,574,862

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 210,895,364,236

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -85,486,768,084

        航空機 -   他団体出資等分 3,131,706,049

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 401,843,773

        その他減価償却累計額 -359,708,449

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 562,277,725

      インフラ資産 145,861,216,021

        土地 27,914,582,639

        土地減損損失累計額 -

        建物 16,098,855,569

        建物減価償却累計額 -10,270,750,029

        建物減損損失累計額 -

        工作物 216,412,695,282

        工作物減価償却累計額 -107,147,903,671

        工作物減損損失累計額 -

        その他 6,177,402,109

        その他減価償却累計額 -4,315,346,312

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 991,680,434

      物品 19,600,099,694

      物品減価償却累計額 -14,044,627,861

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 122,509,791

      ソフトウェア 95,179,925

      その他 27,329,866

    投資その他の資産 8,491,526,707

      投資及び出資金 386,961,000

        有価証券 101,850,000

        出資金 285,111,000

        その他 -

      長期延滞債権 3,312,674,576

      長期貸付金 20,215,060

      基金 4,888,504,254

        減債基金 494,046,127

        その他 4,394,458,127

      その他 187,211,960

      徴収不能引当金 -304,040,143

  流動資産 17,947,103,789

    現金預金 8,393,532,041

    未収金 2,589,167,745

    短期貸付金 1,589,973

    基金 4,443,000,989

      財政調整基金 4,443,000,989

      減債基金 -

    棚卸資産 2,493,903,550

    その他 40,960,545

    徴収不能引当金 -15,051,054

  繰延資産 - 純資産合計 128,540,302,201

資産合計 224,397,877,063 負債及び純資産合計 224,397,877,063

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：木更津市

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 10,547,781

    その他 295,915,163

純行政コスト 68,059,679,462

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 294,926,846

  臨時利益 306,462,944

  臨時損失 385,182,333

    災害復旧事業費 1,463,400

    資産除売却損 88,792,087

    使用料及び手数料 14,457,804,722

    その他 2,741,661,104

純経常行政コスト 67,980,960,073

      社会保障給付 9,106,514,943

      その他 70,032,599

  経常収益 17,199,465,826

        その他 1,130,329,820

    移転費用 48,059,368,607

      補助金等 38,882,821,065

      その他の業務費用 2,290,242,210

        支払利息 845,706,424

        徴収不能引当金繰入額 314,205,966

        維持補修費 903,362,495

        減価償却費 7,192,599,596

        その他 201,263,768

        その他 2,232,834,106

      物件費等 21,590,784,012

        物件費 13,293,558,153

        職員給与費 10,007,820,081

        賞与等引当金繰入額 827,122,724

        退職手当引当金繰入額 172,254,159

  経常費用 85,180,425,899

    業務費用 37,121,057,292

      人件費 13,240,031,070

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：木更津市

会計：連結会計 （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 128,536,439,935 210,985,360,989 -85,509,521,054 3,060,600,000

  純行政コスト（△） -68,059,679,462 -68,059,679,462 -

  財源 70,520,587,536 70,520,587,536 -

    税収等 41,604,365,930 41,604,365,930 -

    国県等補助金 28,916,221,606 28,916,221,606 -

  本年度差額 2,460,908,074 2,460,908,074 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,339,163,162 -2,339,163,162

    有形固定資産等の増加 9,681,271,651 -9,681,271,651

    有形固定資産等の減少 -7,739,261,139 7,739,261,139

    貸付金・基金等の増加 2,495,405,527 -2,495,405,527

    貸付金・基金等の減少 -2,098,252,877 2,098,252,877

  資産評価差額 534,024,367 534,024,367

  無償所管換等 -2,966,742,606 -2,966,742,606

  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 16,586,913 3,534,894 -58,054,030 71,106,049

  その他 -40,914,482 23,430 -40,937,912

  本年度純資産変動額 3,862,266 -89,996,753 22,752,970 71,106,049

本年度末純資産残高 128,540,302,201 210,895,364,236 -85,486,768,084 3,131,706,049

連結純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：木更津市

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 57,213,095

本年度歳計外現金増減額 -6,346,783

本年度末歳計外現金残高 50,866,312

本年度末現金預金残高 8,393,532,041

財務活動収支 -66,975,429

本年度資金収支額 -452,784,844

前年度末資金残高 8,795,065,655

比例連結割合変更に伴う差額 384,918

本年度末資金残高 8,342,665,729

    地方債等償還支出 5,824,720,019

    その他の支出 25,930,157

  財務活動収入 5,783,674,747

    地方債等発行収入 5,776,328,275

    その他の収入 7,346,472

    資産売却収入 213,172,839

    その他の収入 11,286,444

投資活動収支 -8,605,677,939

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,850,650,176

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,230,901,340

    国県等補助金収入 1,199,640,232

    基金取崩収入 1,580,619,788

    貸付金元金回収収入 226,182,037

  投資活動支出 11,836,579,279

    公共施設等整備費支出 9,390,481,701

    基金積立金支出 2,190,758,491

    投資及び出資金支出 30,570,000

    貸付金支出 224,769,087

    災害復旧事業費支出 1,463,400

    その他の支出 280,413,048

  臨時収入 274,763,622

業務活動収支 8,219,868,524

【投資活動収支】

    税収等収入 41,226,353,366

    国県等補助金収入 27,802,936,606

    使用料及び手数料収入 14,595,852,878

    その他の収入 2,098,257,253

  臨時支出 281,876,448

    移転費用支出 48,059,368,607

      補助金等支出 38,882,821,065

      社会保障給付支出 9,106,514,943

      その他の支出 70,032,599

  業務収入 85,723,400,103

    業務費用支出 29,437,050,146

      人件費支出 12,954,102,279

      物件費等支出 14,389,098,599

      支払利息支出 845,706,424

      その他の支出 1,248,142,844

連結資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 77,496,418,753
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