
【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 210,799,619,860   固定負債 135,261,298,290

    有形固定資産 201,544,298,095     地方債等 65,421,801,828

      事業用資産 48,130,772,659     長期未払金 133,659,363

        土地 23,533,238,552     退職手当引当金 7,279,150,126

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 62,426,686,973

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 10,197,149,378

        建物 73,181,493,418     １年内償還予定地方債等 6,316,921,867

        建物減価償却累計額 -50,359,049,645     未払金 2,594,736,444

        建物減損損失累計額 -     未払費用 4,766,767

        工作物 3,480,538,677     前受金 672,384

        工作物減価償却累計額 -1,906,848,844     前受収益 1,108,322

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 914,644,483

        船舶 -     預り金 198,723,403

        船舶減価償却累計額 -     その他 165,575,708

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 145,458,447,668

        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 214,272,044,053

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -134,428,509,795

        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 340,542,542

        その他減価償却累計額 -198,033,565

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 58,891,524

      インフラ資産 148,697,798,860

        土地 25,674,784,888

        土地減損損失累計額 -

        建物 9,825,228,017

        建物減価償却累計額 -5,683,205,610

        建物減損損失累計額 -

        工作物 181,341,226,697

        工作物減価償却累計額 -70,282,841,373

        工作物減損損失累計額 -

        その他 11,096,647,578

        その他減価償却累計額 -4,371,158,658

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,097,117,321

      物品 18,433,594,224

      物品減価償却累計額 -13,717,867,648

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 490,318,317

      ソフトウェア 38,548,867

      その他 451,769,450

    投資その他の資産 8,765,003,448

      投資及び出資金 411,965,530

        有価証券 101,850,000

        出資金 310,115,530

        その他 -

      長期延滞債権 2,454,407,547

      長期貸付金 18,749,520

      基金 5,871,514,117

        減債基金 494,442,525

        その他 5,377,071,592

      その他 223,638,141

      徴収不能引当金 -215,271,407

  流動資産 17,634,068,115

    現金預金 8,548,404,618

    未収金 3,473,671,052

    短期貸付金 2,444,929

    基金 3,469,979,264

      財政調整基金 3,469,979,264

      減債基金 -

    棚卸資産 2,011,044,038

    その他 158,623,737

    徴収不能引当金 -30,099,523

  繰延資産 - 純資産合計 82,975,240,307

資産合計 228,433,687,975 負債及び純資産合計 228,433,687,975

連結貸借対照表
（令和3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）

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

  経常費用 105,725,596,120

    業務費用 40,320,416,517

      人件費 13,797,299,207

        職員給与費 11,116,092,521

        賞与等引当金繰入額 865,920,367

        退職手当引当金繰入額 217,845,642

        その他 1,597,440,677

      物件費等 24,531,751,458

        物件費 15,643,285,909

        維持補修費 1,177,837,871

        減価償却費 7,438,251,174

        その他 272,376,504

      その他の業務費用 1,991,365,852

        支払利息 693,103,351

        徴収不能引当金繰入額 221,927,955

        その他 1,076,334,546

    移転費用 65,405,179,603

      補助金等 56,137,511,216

      社会保障給付 9,211,116,294

      その他 56,552,093

  経常収益 16,982,954,045

    使用料及び手数料 14,774,140,471

    その他 2,208,813,574

純経常行政コスト 88,742,642,075

  臨時損失 601,041,699

    災害復旧事業費 186,385,361

    資産除売却損 88,911,011

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 325,745,327

  臨時利益 270,502,430

    資産売却益 10,872,253

    その他 259,630,177

純行政コスト 89,073,181,344



【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 129,132,059,069 212,008,052,570 -82,875,993,501 -

  純行政コスト（△） -89,073,181,344 -89,073,181,344 -

  財源 90,682,772,456 90,682,772,456 -

    税収等 44,286,969,385 44,286,969,385 -

    国県等補助金 46,395,803,071 46,395,803,071 -

  本年度差額 1,609,591,112 1,609,591,112 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,631,891,307 1,631,891,307

    有形固定資産等の増加 6,063,226,020 -6,063,226,020

    有形固定資産等の減少 -7,677,826,263 7,677,826,263

    貸付金・基金等の増加 2,256,185,329 -2,256,185,329

    貸付金・基金等の減少 -2,273,476,393 2,273,476,393

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -68,944,611,586 -68,944,611,586

  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 -2,611,166,386 -7,017,790,211 1,274,917,776 3,131,706,049

  その他 23,789,368,098 79,858,284,587 -56,068,916,489

  本年度純資産変動額 -46,156,818,762 2,263,991,483 -51,552,516,294 3,131,706,049

本年度末純資産残高 82,975,240,307 214,272,044,053 -134,428,509,795 3,131,706,049

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3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）

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 97,662,496,613

    業務費用支出 32,257,317,010

      人件費支出 13,614,041,638

      物件費等支出 16,850,665,769

      支払利息支出 693,103,351

      その他の支出 1,099,506,252

    移転費用支出 65,405,179,603

      補助金等支出 56,137,511,216

      社会保障給付支出 9,211,116,294

      その他の支出 56,552,093

  業務収入 104,248,420,358

    税収等収入 42,264,936,072

    国県等補助金収入 45,417,747,996

    使用料及び手数料収入 14,525,204,056

    その他の収入 2,040,532,234

  臨時支出 502,191,309

    災害復旧事業費支出 186,385,361

    その他の支出 315,805,948

  臨時収入 253,967,540

業務活動収支 6,337,699,976

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,201,440,628

    公共施設等整備費支出 5,750,255,691

    基金積立金支出 1,722,205,025

    投資及び出資金支出 504,556,330

    貸付金支出 223,899,700

    その他の支出 523,882

  投資活動収入 3,368,952,199

    国県等補助金収入 1,327,979,152

    基金取崩収入 1,618,587,436

    貸付金元金回収収入 225,824,266

    資産売却収入 13,063,000

    その他の収入 183,498,345

投資活動収支 -4,832,488,429

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,151,760,542

    地方債等償還支出 7,146,937,237

    その他の支出 4,823,305

  財務活動収入 5,813,574,876

    地方債等発行収入 5,149,588,463

    その他の収入 663,986,413

前年度末歳計外現金残高 73,327,738

本年度歳計外現金増減額 4,823,389

本年度末歳計外現金残高 78,151,127

本年度末現金預金残高 8,548,404,618

財務活動収支 -1,338,185,666

本年度資金収支額 167,025,881

前年度末資金残高 9,083,927,947

比例連結割合変更に伴う差額 -780,700,337

本年度末資金残高 8,470,253,491


