
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 141,154,594,693   固定負債 47,837,800,249

    有形固定資産 132,115,077,166     地方債等 31,441,757,516

      事業用資産 51,850,813,617     長期未払金 134,296,907

        土地 29,415,965,904     退職手当引当金 6,900,342,037

        立木竹 -     損失補償等引当金 240,000

        建物 49,494,877,366     その他 9,361,163,789

        建物減価償却累計額 -27,504,101,188   流動負債 5,989,801,542

        工作物 1,717,424,255     １年内償還予定地方債等 3,201,971,622

        工作物減価償却累計額 -1,285,770,390     未払金 344,069,645

        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 756,673

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 546,212,689

        航空機 -     預り金 1,183,553,402

        航空機減価償却累計額 -     その他 713,128,951

        その他 - 負債合計 53,827,601,791

        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 144,626,034,293

      インフラ資産 78,531,446,173   余剰分（不足分） -45,047,135,292

        土地 29,477,383,851   他団体出資等分 411,410,440

        建物 2,839,883,685

        建物減価償却累計額 -1,707,467,566

        工作物 136,660,560,833

        工作物減価償却累計額 -90,820,414,779

        その他 5,912,388,742

        その他減価償却累計額 -4,509,896,262

        建設仮勘定 679,007,669

      物品 5,955,005,271

      物品減価償却累計額 -4,222,187,895

    無形固定資産 1,990,343,622

      ソフトウェア 56,349,849

      その他 1,933,993,773

    投資その他の資産 7,049,173,905

      投資及び出資金 -149,492,507

        有価証券 70,940,493

        出資金 -220,433,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,851,451,858

      長期貸付金 30,199,820

      基金 5,356,135,732

        減債基金 241,900,000

        その他 5,114,235,732

      その他 51,500,205

      徴収不能引当金 -90,621,203

  流動資産 12,663,316,539

    現金預金 7,843,752,662

    未収金 1,164,306,854

    短期貸付金 455,236

    基金 3,470,984,364

      財政調整基金 3,470,984,364

      減債基金 -

    棚卸資産 199,237,833

    その他 26,057,487

    徴収不能引当金 -41,477,897

  繰延資産 - 純資産合計 99,990,309,441

資産合計 153,817,911,232 負債及び純資産合計 153,817,911,232

連結会計 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）

純行政コスト 65,555,896,842

  臨時利益 9,127,222

    資産売却益 9,127,222

    その他 -

    資産除売却損 63,314,888

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純経常行政コスト 65,501,709,176

  臨時損失 63,314,888

    災害復旧事業費 -

  経常収益 5,051,459,347

    使用料及び手数料 3,598,157,412

    その他 1,453,301,935

      社会保障給付 7,324,345,658

      他会計への操出金 748,091,000

      その他 13,553,818

        その他 677,204,099

    移転費用 44,514,930,328

      補助金等 36,428,939,852

      その他の業務費用 1,127,599,068

        支払利息 334,211,737

        徴収不能引当金繰入額 116,183,232

        維持補修費 712,153,719

        減価償却費 3,800,335,833

        その他 100,158,199

        その他 1,191,424,744

      物件費等 15,609,005,369

        物件費 10,996,357,618

        職員給与費 7,546,369,805

        賞与等引当金繰入額 542,724,039

        退職手当引当金繰入額 21,115,170

  経常費用 70,553,168,523

    業務費用 26,038,238,195

      人件費 9,301,633,758

連結会計 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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 101,258,105,937 143,802,836,586 -42,948,359,889 403,629,240

  純行政コスト（△） -65,555,896,842 -65,555,896,842 -

  財源 64,424,139,242 64,416,358,042 7,781,200

    税収等 45,103,597,922 45,103,597,922 -

    国県等補助金 19,320,541,320 19,312,760,120 7,781,200

  本年度差額 -1,131,757,600 -1,139,538,800 7,781,200

  固定資産等の変動（内部変動） 888,892,623 -888,892,623

    有形固定資産等の増加 5,200,806,806 -5,200,806,806

    有形固定資産等の減少 -4,474,479,147 4,474,479,147

    貸付金・基金等の増加 3,197,551,286 -3,197,551,286

    貸付金・基金等の減少 -3,034,986,322 3,034,986,322

  資産評価差額 0

  無償所管換等 122,410,108 122,410,108 0

  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 -4 69,993,009 -69,993,013

  その他 -258,449,000 -258,098,033 -350,967

  本年度純資産変動額 -1,267,796,496 823,197,707 -2,098,775,403 7,781,200

本年度末純資産残高 99,990,309,441 144,626,034,293 -45,047,135,292 411,410,440

連結会計 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）

本年度末資金残高 6,632,446,036

前年度末歳計外現金残高 1,198,240,068

本年度歳計外現金増減額 13,066,558

本年度末歳計外現金残高 1,211,306,626

本年度末現金預金残高 7,843,752,662

    その他の収入 3,035,340

財務活動収支 -255,630,611

本年度資金収支額 142,705,065

前年度末資金残高 6,489,740,971

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 3,069,676,891

    地方債等償還支出 2,943,707,231

    その他の支出 125,969,660

  財務活動収入 2,814,046,280

    地方債等発行収入 2,811,010,940

    貸付金元金回収収入 318,885

    資産売却収入 227,014,677

    その他の収入 118,372,000

投資活動収支 -1,155,628,063

【財務活動収支】

    貸付金支出 8,898,000

    その他の支出 125,108,965

  投資活動収入 2,661,096,087

    国県等補助金収入 643,631,486

    基金取崩収入 1,671,759,039

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,816,724,150

    公共施設等整備費支出 3,258,058,714

    基金積立金支出 424,658,471

    投資及び出資金支出 -

  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 1,553,963,739

  業務収入 67,978,407,429

    税収等収入 44,963,043,862

    国県等補助金収入 18,063,168,160

    使用料及び手数料収入 3,564,174,117

    その他の収入 1,388,021,290

    移転費用支出 44,518,066,397

      補助金等支出 36,432,078,115

      社会保障給付支出 7,324,345,658

      他会計への操出支出 748,091,000

      その他の支出 13,551,624

    業務費用支出 22,118,055,744

      人件費支出 9,276,819,309

      物件費等支出 11,850,315,277

      支払利息支出 334,945,771

      その他の支出 655,975,387

連結会計 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 66,636,122,141


