
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 131,969,755,081   固定負債 42,071,030,272

    有形固定資産 124,881,466,891     地方債等 28,872,654,657

      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 4,870,541,716

        立木竹 -     損失補償等引当金 240,000

        建物 48,677,852,743     その他 8,327,593,899

        建物減価償却累計額 -27,230,170,464   流動負債 5,500,286,545

        工作物 1,621,896,649     １年内償還予定地方債等 3,000,580,001

        工作物減価償却累計額 -1,253,945,724     未払金 77,646,456

        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 533,963,984

        航空機 -     預り金 1,177,294,778

        航空機減価償却累計額 -     その他 710,692,766

        その他 - 負債合計 47,571,316,817

        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 135,317,181,081

      インフラ資産 73,332,678,661   余剰分（不足分） -39,950,266,579

        土地 29,002,158,796   他団体出資等分 -

        建物 1,702,253,626

        建物減価償却累計額 -1,013,048,155

        工作物 128,525,705,343

        工作物減価償却累計額 -86,489,834,762

        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 202,951,333

      物品 2,483,247,954

      物品減価償却累計額 -2,024,791,890

    無形固定資産 55,204,368

      ソフトウェア 53,684,796

      その他 1,519,572

    投資その他の資産 7,033,083,822

      投資及び出資金 1,981,608,000

        有価証券 900,000

        出資金 1,980,708,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,851,047,025

      長期貸付金 5,908,000

      基金 3,285,142,000

        減債基金 241,900,000

        その他 3,043,242,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -90,621,203

  流動資産 10,968,476,238

    現金預金 6,549,842,875

    未収金 1,067,347,433

    短期貸付金 250,000

    基金 3,347,176,000

      財政調整基金 3,347,176,000

      減債基金 -

    棚卸資産 19,637,827

    その他 25,700,000

    徴収不能引当金 -41,477,897

  繰延資産 - 純資産合計 95,366,914,502

資産合計 142,938,231,319 負債及び純資産合計 142,938,231,319

全体会計 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 56,355,016,385

  臨時利益 7,694,887

    資産売却益 7,694,887

    その他 -

    資産除売却損 63,314,887

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純経常行政コスト 56,299,396,385

  臨時損失 63,314,887

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,102,441,235

    使用料及び手数料 2,784,715,491

    その他 1,317,725,744

      社会保障給付 7,324,137,758

      他会計への操出金 748,091,000

      その他 13,232,539

        その他 405,129,334

    移転費用 35,634,914,915

      補助金等 27,549,453,618

      その他の業務費用 800,981,684

        支払利息 280,087,118

        徴収不能引当金繰入額 115,765,232

        維持補修費 660,780,479

        減価償却費 3,438,087,002

        その他 33,473,199

        その他 1,091,683,212

      物件費等 14,946,536,321

        物件費 10,814,195,641

        職員給与費 7,387,169,164

        賞与等引当金繰入額 530,901,984

        退職手当引当金繰入額 9,650,340

  経常費用 60,401,837,620

    業務費用 24,766,922,705

      人件費 9,019,404,700

全体会計 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 96,560,675,963 136,163,676,096 -39,603,000,133 -

  純行政コスト（△） -56,355,016,385 -56,355,016,385 -

  財源 55,038,850,099 55,038,850,099 -

    税収等 40,654,793,252 40,654,793,252 -

    国県等補助金 14,384,056,847 14,384,056,847 -

  本年度差額 -1,316,166,286 -1,316,166,286 -

  固定資産等の変動（内部変動） -968,899,840 968,899,840

    有形固定資産等の増加 4,286,412,870 -4,286,412,870

    有形固定資産等の減少 -3,616,418,853 3,616,418,853

    貸付金・基金等の増加 1,335,560,048 -1,335,560,048

    貸付金・基金等の減少 -2,974,453,905 2,974,453,905

  資産評価差額

  無償所管換等 122,404,825 122,404,825

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,193,761,461 -846,495,015 -347,266,446 -

本年度末純資産残高 95,366,914,502 135,317,181,081 -39,950,266,579 -

全体会計 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 5,338,740,082

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 6,549,842,875

    その他の収入 -

財務活動収支 -45,766,290

本年度資金収支額 92,736,283

前年度末資金残高 5,246,003,799

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 2,852,666,290

    地方債等償還支出 2,730,766,870

    その他の支出 121,899,420

  財務活動収入 2,806,900,000

    地方債等発行収入 2,806,900,000

    貸付金元金回収収入 72,000

    資産売却収入 223,516,910

    その他の収入 125,000,000

投資活動収支 -912,528,647

【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 2,550,176,910

    国県等補助金収入 632,862,000

    基金取崩収入 1,568,726,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,462,705,557

    公共施設等整備費支出 2,983,589,557

    基金積立金支出 346,278,000

    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 1,051,031,220

  業務収入 57,710,792,444

    税収等収入 40,516,614,001

    国県等補助金収入 13,177,920,396

    使用料及び手数料収入 2,770,363,492

    その他の収入 1,245,894,555

    移転費用支出 35,634,914,915

      補助金等支出 27,549,453,618

      社会保障給付支出 7,324,137,758

      他会計への操出支出 748,091,000

      その他の支出 13,232,539

    業務費用支出 21,236,524,760

      人件費支出 9,001,118,856

      物件費等支出 11,559,058,733

      支払利息支出 280,087,118

      その他の支出 396,260,053

全体会計 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 56,871,439,675


