
木更津市　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 206,990,438,780   固定負債 88,264,819,874

    有形固定資産 198,286,476,906     地方債等 69,120,111,681

      事業用資産 46,318,166,246     長期未払金 11,257,931

        土地 21,230,772,630     退職手当引当金 7,057,760,306

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 76,553,044,734     その他 12,075,689,956

        建物減価償却累計額 -54,027,333,827   流動負債 8,539,537,866

        工作物 3,863,911,413     １年内償還予定地方債等 5,624,185,158

        工作物減価償却累計額 -1,694,608,598     未払金 1,413,779,467

        船舶 -     未払費用 4,539,715

        船舶減価償却累計額 -     前受金 721,670

        浮標等 -     前受収益 1,062,888

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 954,139,138

        航空機 -     預り金 207,370,514

        航空機減価償却累計額 -     その他 333,739,316

        その他 401,843,773 負債合計 96,804,357,740

        その他減価償却累計額 -305,627,303 【純資産の部】

        建設仮勘定 296,163,424   固定資産等形成分 210,985,360,989

      インフラ資産 146,848,900,535   余剰分（不足分） -85,509,521,054

        土地 27,752,689,308   他団体出資等分 3,060,600,000

        建物 18,862,596,175

        建物減価償却累計額 -11,736,980,787

        工作物 212,818,199,557

        工作物減価償却累計額 -104,159,808,290

        その他 6,289,789,173

        その他減価償却累計額 -4,275,956,639

        建設仮勘定 1,298,372,038

      物品 18,748,568,078

      物品減価償却累計額 -13,629,157,953

    無形固定資産 149,289,848

      ソフトウェア 120,363,425

      その他 28,926,423

    投資その他の資産 8,554,672,026

      投資及び出資金 386,960,000

        有価証券 101,850,000

        出資金 285,110,000

        その他 -

      長期延滞債権 3,616,473,381

      長期貸付金 21,316,204

      基金 4,726,541,820

        減債基金 493,852,916

        その他 4,232,688,904

      その他 188,058,878

      徴収不能引当金 -384,678,257

  流動資産 18,350,358,895

    現金預金 8,852,278,750

    未収金 2,820,075,103

    短期貸付金 2,531,024

    基金 3,992,391,185

      財政調整基金 3,992,391,185

      減債基金 -

    棚卸資産 2,686,600,392

    その他 13,635,654

    徴収不能引当金 -17,153,213

  繰延資産 - 純資産合計 128,536,439,935

資産合計 225,340,797,675 負債及び純資産合計 225,340,797,675

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



木更津市　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 87,737,488,230

    業務費用 37,564,761,614

      人件費 13,663,792,257

        職員給与費 10,094,514,639

        賞与等引当金繰入額 792,692,108

        退職手当引当金繰入額 621,639,481

        その他 2,154,946,029

      物件費等 21,497,159,413

        物件費 12,561,663,365

        維持補修費 1,264,028,553

        減価償却費 7,332,985,772

        その他 338,481,723

      その他の業務費用 2,403,809,944

        支払利息 960,199,882

        徴収不能引当金繰入額 399,119,059

        その他 1,044,491,003

    移転費用 50,172,726,616

      補助金等 41,002,444,990

      社会保障給付 9,116,448,149

      その他 53,833,477

  経常収益 17,215,329,530

    使用料及び手数料 14,319,574,084

    その他 2,895,755,446

純経常行政コスト 70,522,158,700

  臨時損失 550,091,302

    災害復旧事業費 123,882,360

    資産除売却損 131,242,391

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 294,966,551

  臨時利益 543,306,352

    資産売却益 251,891,518

    その他 291,414,834

純行政コスト 70,528,943,650



木更津市　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 122,691,462,896 207,598,594,882 -84,907,131,986 -

  純行政コスト（△） -70,528,943,650 -70,528,943,650 -

  財源 71,998,280,831 71,998,280,831 -

    税収等 48,280,231,479 48,280,231,479 -

    国県等補助金 23,718,049,352 23,718,049,352 -

  本年度差額 1,469,337,181 1,469,337,181 -

  固定資産等の変動（内部変動） 555,586,339 -555,586,339

    有形固定資産等の増加 8,847,992,949 -8,847,992,949

    有形固定資産等の減少 -8,378,744,044 8,378,744,044

    貸付金・基金等の増加 2,767,097,771 -2,767,097,771

    貸付金・基金等の減少 -2,680,760,337 2,680,760,337

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,933,549,445 2,933,549,445

  他団体出資等分の増加 -13,600,000 13,600,000

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 111,613,586 -33,378,720 -2,902,007,694 3,047,000,000

  その他 1,330,476,827 -43,356,957 1,373,833,784

  本年度純資産変動額 5,844,977,039 3,412,400,107 -628,023,068 3,060,600,000

本年度末純資産残高 128,536,439,935 211,010,994,989 -85,535,155,054 3,060,600,000

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



木更津市　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 79,207,765,452

    業務費用支出 29,036,243,836

      人件費支出 12,891,511,322

      物件費等支出 14,021,975,783

      支払利息支出 960,199,882

      その他の支出 1,162,556,849

    移転費用支出 50,171,521,616

      補助金等支出 41,002,444,990

      社会保障給付支出 9,116,470,149

      その他の支出 52,606,477

  業務収入 88,925,221,915

    税収等収入 48,032,490,644

    国県等補助金収入 23,656,701,062

    使用料及び手数料収入 14,339,385,964

    その他の収入 2,896,644,245

  臨時支出 418,756,771

    災害復旧事業費支出 123,882,360

    その他の支出 294,874,411

  臨時収入 291,322,694

業務活動収支 9,590,022,386

【投資活動収支】

  投資活動支出 11,684,060,934

    公共施設等整備費支出 8,991,280,861

    基金積立金支出 2,464,771,511

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 225,860,771

    その他の支出 2,147,791

  投資活動収入 3,574,894,413

    国県等補助金収入 71,797,835

    基金取崩収入 2,282,888,346

    貸付金元金回収収入 226,241,596

    資産売却収入 980,366,636

    その他の収入 13,600,000

投資活動収支 -8,109,166,521

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,950,281,290

    地方債等償還支出 5,879,403,039

    その他の支出 70,878,251

  財務活動収入 5,294,827,669

    地方債等発行収入 5,283,022,669

    その他の収入 11,805,000

前年度末歳計外現金残高 38,048,366

本年度歳計外現金増減額 19,164,729

本年度末歳計外現金残高 57,213,095

本年度末現金預金残高 8,852,278,750

財務活動収支 -655,453,621

本年度資金収支額 825,402,244

前年度末資金残高 7,996,853,066

比例連結割合変更に伴う差額 -27,189,655

本年度末資金残高 8,795,065,655
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