
【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 208,316,089,745   固定負債 87,738,200,093

    有形固定資産 199,556,097,161     地方債等 70,490,038,603

      事業用資産 48,972,346,985     長期未払金 9,905,369

        土地 23,340,012,806     退職手当引当金 7,180,669,493

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 10,057,586,628

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 9,834,997,082

        建物 73,616,683,882     １年内償還予定地方債等 6,348,202,707

        建物減価償却累計額 -50,458,547,981     未払金 2,104,065,085

        建物減損損失累計額 -     未払費用 9,280,615

        工作物 4,276,389,303     前受金 311,532

        工作物減価償却累計額 -1,888,888,678     前受収益 1,058,906

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 909,709,288

        船舶 -     預り金 220,265,459

        船舶減価償却累計額 -     その他 242,103,490

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 97,573,197,175

        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 212,008,052,570

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -82,875,993,501

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 395,294,052

        その他減価償却累計額 -370,966,827

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 62,370,428

      インフラ資産 145,800,192,141

        土地 27,262,089,888

        土地減損損失累計額 -

        建物 15,913,763,953

        建物減価償却累計額 -10,533,140,519

        建物減損損失累計額 -

        工作物 226,585,104,093

        工作物減価償却累計額 -116,275,049,432

        工作物減損損失累計額 -

        その他 7,396,672,471

        その他減価償却累計額 -5,427,695,815

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 878,447,502

      物品 17,979,789,518

      物品減価償却累計額 -13,196,231,483

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 93,006,118

      ソフトウェア 61,854,204

      その他 31,151,914

    投資その他の資産 8,666,986,466

      投資及び出資金 280,262,341

        有価証券 101,850,000

        出資金 178,412,341

        その他 -

      長期延滞債権 2,917,963,085

      長期貸付金 23,345,945

      基金 5,534,657,094

        減債基金 494,244,828

        その他 5,040,412,266

      その他 200,163,613

      徴収不能引当金 -289,405,612

  流動資産 18,389,166,499

    現金預金 9,157,255,685

    未収金 3,172,783,831

    短期貸付金 1,724,622

    基金 3,690,238,203

      財政調整基金 3,690,238,203

      減債基金 -

    棚卸資産 2,277,255,951

    その他 109,577,200

    徴収不能引当金 -19,668,993

  繰延資産 - 純資産合計 129,132,059,069

資産合計 226,705,256,244 負債及び純資産合計 226,705,256,244

連結貸借対照表
（令和2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 20,741,100

    その他 119,923,200

純行政コスト 72,203,178,064

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 134,886,952

  臨時利益 140,664,300

  臨時損失 213,488,078

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 78,601,126

    使用料及び手数料 14,592,088,650

    その他 2,533,798,505

純経常行政コスト 72,130,354,286

      社会保障給付 9,350,080,665

      その他 112,389,343

  経常収益 17,125,887,155

        その他 1,047,366,182

    移転費用 50,195,752,268

      補助金等 40,733,282,260

      その他の業務費用 2,165,867,177

        支払利息 822,629,433

        徴収不能引当金繰入額 295,871,562

        維持補修費 1,141,443,658

        減価償却費 7,245,669,202

        その他 201,525,659

        その他 2,243,108,360

      物件費等 23,155,785,042

        物件費 14,567,146,523

        職員給与費 10,112,887,060

        賞与等引当金繰入額 848,155,358

        退職手当引当金繰入額 534,686,176

  経常費用 89,256,241,441

    業務費用 39,060,489,173

      人件費 13,738,836,954

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 128,540,302,201 210,895,364,236 -85,486,768,084 3,131,706,049

  純行政コスト（△） -72,203,178,064 -72,203,178,064 -

  財源 72,816,036,928 72,816,036,928 -

    税収等 42,590,898,368 42,590,898,368 -

    国県等補助金 30,225,138,560 30,225,138,560 -

  本年度差額 612,858,864 612,858,864 -

  固定資産等の変動（内部変動） -41,815,681,252 41,815,681,252

    有形固定資産等の増加 7,325,317,056 -7,325,317,056

    有形固定資産等の減少 -48,513,516,798 48,513,516,798

    貸付金・基金等の増加 1,675,507,648 -1,675,507,648

    貸付金・基金等の減少 -2,302,989,158 2,302,989,158

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 632,834,495 632,834,495

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 3,131,706,049 -3,131,706,049

  比例連結割合変更に伴う差額 -491,509,869 -883,073,343 391,563,474 -

  その他 -162,426,622 43,178,608,434 -43,341,035,056

  本年度純資産変動額 591,756,868 1,112,688,334 2,610,774,583 -3,131,706,049

本年度末純資産残高 129,132,059,069 212,008,052,570 -82,875,993,501 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 50,866,312

本年度歳計外現金増減額 22,461,426

本年度末歳計外現金残高 73,327,738

本年度末現金預金残高 9,157,255,685

財務活動収支 -4,668,804,540

本年度資金収支額 -3,217,198,227

前年度末資金残高 8,342,665,729

比例連結割合変更に伴う差額 3,958,460,445

本年度末資金残高 9,083,927,947

    地方債等償還支出 6,083,237,525

    その他の支出 4,246,765,015

  財務活動収入 5,661,198,000

    地方債等発行収入 5,661,198,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 75,334,872

    その他の収入 33,725,059

投資活動収支 -4,665,611,348

【財務活動収支】

  財務活動支出 10,330,002,540

    その他の支出 322,250

  投資活動収入 4,084,724,699

    国県等補助金収入 2,286,330,778

    基金取崩収入 1,463,638,953

    貸付金元金回収収入 225,695,037

  投資活動支出 8,750,336,047

    公共施設等整備費支出 7,157,140,496

    基金積立金支出 1,359,553,025

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 233,320,276

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 122,859,371

  臨時収入 117,074,971

業務活動収支 6,117,217,661

【投資活動収支】

    税収等収入 42,166,779,771

    国県等補助金収入 28,108,305,560

    使用料及び手数料収入 14,186,979,468

    その他の収入 2,408,182,912

  臨時支出 122,859,371

    移転費用支出 50,195,680,268

      補助金等支出 40,733,282,260

      社会保障給付支出 9,350,080,665

      その他の支出 112,317,343

  業務収入 86,870,247,711

    業務費用支出 30,551,565,382

      人件費支出 13,278,403,444

      物件費等支出 15,403,046,869

      支払利息支出 822,629,433

      その他の支出 1,047,485,636

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 80,747,245,650


