
千葉県　我孫子市 【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 115,686,955,576   固定負債 34,086,430,437

    有形固定資産 109,454,577,732     地方債 28,387,694,310

      事業用資産 51,090,332,166     長期未払金 -

        土地 29,262,281,292     退職手当引当金 4,746,028,317

        立木竹 -     損失補償等引当金 240,000

        建物 48,677,852,743     その他 952,467,810

        建物減価償却累計額 -27,230,170,464   流動負債 4,869,847,677

        工作物 1,621,896,649     １年内償還予定地方債 2,927,705,637

        工作物減価償却累計額 -1,253,945,724     未払金 -

        船舶 4,196,800     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -4,196,797     前受金 108,560

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 498,828,050

        航空機 -     預り金 1,177,294,778

        航空機減価償却累計額 -     その他 265,910,652

        その他 - 負債合計 38,956,278,114

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,417,667   固定資産等形成分 118,508,705,576

      インフラ資産 57,923,233,465   余剰分（不足分） -36,033,981,062

        土地 28,536,513,720

        建物 384,990,324

        建物減価償却累計額 -221,235,259

        工作物 104,262,444,329

        工作物減価償却累計額 -75,242,430,982

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 202,951,333

      物品 2,399,479,695

      物品減価償却累計額 -1,958,467,594

    無形固定資産 53,684,796

      ソフトウェア 53,684,796

      その他 -

    投資その他の資産 6,178,693,048

      投資及び出資金 2,240,057,000

        有価証券 900,000

        出資金 2,239,157,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 679,236,419

      長期貸付金 2,294,000

      基金 3,277,756,000

        減債基金 241,900,000

        その他 3,035,856,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -20,650,371

  流動資産 5,744,047,052

    現金預金 2,235,113,094

    未収金 708,664,054

    短期貸付金 250,000

    基金 2,821,500,000

      財政調整基金 2,821,500,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -21,480,096 純資産合計 82,474,724,514

資産合計 121,431,002,628 負債及び純資産合計 121,431,002,628

一般会計等 貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



千葉県　我孫子市 【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 33,923,673,312

    その他 -

  臨時利益 7,694,887

    資産売却益 7,694,887

    資産除売却損 63,314,887

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 33,868,053,312

  臨時損失 63,314,887

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,783,143,023

    使用料及び手数料 586,401,590

    その他 1,196,741,433

      社会保障給付 7,316,008,840

      他会計への繰出金 3,097,097,075

      その他 13,059,939

        その他 248,368,118

    移転費用 14,091,909,801

      補助金等 3,665,743,947

      その他の業務費用 544,940,564

        支払利息 254,511,487

        徴収不能引当金繰入額 42,060,959

        維持補修費 566,595,634

        減価償却費 2,725,592,040

        その他 7,105,573

        その他 960,908,259

      物件費等 12,568,443,525

        物件費 9,269,150,278

        職員給与費 6,986,166,136

        賞与等引当金繰入額 498,828,050

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 35,651,196,335

    業務費用 21,559,286,534

      人件費 8,445,902,445

一般会計等 行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



千葉県　我孫子市 【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)

前年度末純資産残高 84,219,727,464 119,093,097,121 -34,873,369,657

  純行政コスト（△） -33,923,673,312 -33,923,673,312

  財源 32,056,265,537 32,056,265,537

    税収等 23,790,657,851 23,790,657,851

    国県等補助金 8,265,607,686 8,265,607,686

  本年度差額 -1,867,407,775 -1,867,407,775

  固定資産等の変動（内部変動） -706,796,370 706,796,370

    有形固定資産等の増加 3,389,031,678 -3,389,031,678

    有形固定資産等の減少 -2,878,969,560 2,878,969,560

    貸付金・基金等の増加 746,898,329 -746,898,329

    貸付金・基金等の減少 -1,963,756,817 1,963,756,817

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 122,404,825 122,404,825

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,745,002,950 -584,391,545 -1,160,611,405

本年度末純資産残高 82,474,724,514 118,508,705,576 -36,033,981,062

一般会計等 純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



千葉県　我孫子市 【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 1,198,022,755

本年度歳計外現金増減額 13,080,038

本年度末歳計外現金残高 1,211,102,793

本年度末現金預金残高 2,235,113,094

    その他の収入 -

財務活動収支 24,130,003

本年度資金収支額 -452,744,803

前年度末資金残高 1,476,755,104

本年度末資金残高 1,024,010,301

  財務活動支出 2,782,769,997

    地方債償還支出 2,660,870,577

    その他の支出 121,899,420

  財務活動収入 2,806,900,000

    地方債発行収入 2,806,900,000

    貸付金元金回収収入 72,000

    資産売却収入 23,566,727

    その他の収入 125,000,000

投資活動収支 -453,821,598

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 125,000,000

  投資活動収入 2,018,457,727

    国県等補助金収入 623,602,000

    基金取崩収入 1,246,217,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,472,279,325

    公共施設等整備費支出 2,166,802,325

    基金積立金支出 172,639,000

    投資及び出資金支出 7,838,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 211,678,451

業務活動収支 -23,053,208

  業務収入 32,631,398,082

    税収等収入 23,941,963,344

    国県等補助金収入 7,059,471,235

    使用料及び手数料収入 585,117,499

    その他の収入 1,044,846,004

    移転費用支出 14,091,909,801

      補助金等支出 3,665,743,947

      社会保障給付支出 7,316,008,840

      他会計への繰出支出 3,097,097,075

      その他の支出 13,059,939

    業務費用支出 18,774,219,940

      人件費支出 8,436,166,716

      物件費等支出 9,845,740,265

      支払利息支出 254,511,487

      その他の支出 237,801,472

一般会計等 資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 32,866,129,741


