
【様式第1号】

自治体名：つくばみらい市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 55,984,265   固定負債 25,067,011

    有形固定資産 49,669,737     地方債 21,678,241

      事業用資産 26,483,066     長期未払金 1,713,767

        土地 8,878,152     退職手当引当金 1,672,851

        立木竹 -     損失補償等引当金 2,151

        建物 28,031,079     その他 -

        建物減価償却累計額 -11,623,182   流動負債 2,436,625

        工作物 2,747,264     １年内償還予定地方債 1,699,327

        工作物減価償却累計額 -1,564,897     未払金 140,089

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 198,812

        航空機 -     預り金 398,397

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 27,503,636

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 14,650   固定資産等形成分 59,039,877

      インフラ資産 22,422,944   余剰分（不足分） -26,482,031

        土地 5,252,159

        建物 790,156

        建物減価償却累計額 -496,108

        工作物 29,371,580

        工作物減価償却累計額 -13,955,076

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,460,233

      物品 1,298,546

      物品減価償却累計額 -534,820

    無形固定資産 3,287

      ソフトウェア 3,287

      その他 -

    投資その他の資産 6,311,240

      投資及び出資金 3,271,739

        有価証券 -

        出資金 3,269,453

        その他 2,286

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 102,834

      長期貸付金 25,003

      基金 2,917,696

        減債基金 80,000

        その他 2,837,696

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,032

  流動資産 4,077,216

    現金預金 970,491

    未収金 55,357

    短期貸付金 -

    基金 3,055,612

      財政調整基金 2,163,844

      減債基金 891,768

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,244 純資産合計 32,557,845

資産合計 60,061,481 負債及び純資産合計 60,061,481

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：つくばみらい市

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 2,358

純行政コスト 16,429,233

    その他 485

  臨時利益 16,484

    資産売却益 14,126

    資産除売却損 4,550

    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 16,440,683

  臨時損失 5,035

    災害復旧事業費 -

  経常収益 563,869

    使用料及び手数料 135,694

    その他 428,174

      社会保障給付 2,751,851

      他会計への繰出金 1,547,236

      その他 7,093

        その他 180,343

    移転費用 7,494,764

      補助金等 3,188,585

      その他の業務費用 345,567

        支払利息 161,059

        徴収不能引当金繰入額 4,165

        維持補修費 290,312

        減価償却費 1,718,095

        その他 -

        その他 504,104

      物件費等 6,258,517

        物件費 4,250,110

        職員給与費 2,316,086

        賞与等引当金繰入額 198,812

        退職手当引当金繰入額 -113,299

  経常費用 17,004,551

    業務費用 9,509,787

      人件費 2,905,703

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：つくばみらい市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 32,293,134 59,780,731 -27,487,597

  純行政コスト（△） -16,429,233 -16,429,233

  財源 16,690,606 16,690,606

    税収等 13,435,769 13,435,769

    国県等補助金 3,254,837 3,254,837

  本年度差額 261,373 261,373

  固定資産等の変動（内部変動） -744,192 744,192

    有形固定資産等の増加 666,721 -666,721

    有形固定資産等の減少 -1,722,768 1,722,768

    貸付金・基金等の増加 1,420,515 -1,420,515

    貸付金・基金等の減少 -1,108,661 1,108,661

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,338 3,338

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 264,711 -740,854 1,005,565

本年度末純資産残高 32,557,845 59,039,877 -26,482,031

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：つくばみらい市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 387,761

本年度歳計外現金増減額 10,636

本年度末歳計外現金残高 398,397

本年度末現金預金残高 970,491

    その他の収入 -

財務活動収支 -873,036

本年度資金収支額 -133,879

前年度末資金残高 705,973

本年度末資金残高 572,094

  財務活動支出 1,632,201

    地方債償還支出 1,632,201

    その他の支出 -

  財務活動収入 759,165

    地方債発行収入 759,165

    貸付金元金回収収入 18,652

    資産売却収入 14,249

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,027,577

【財務活動収支】

    貸付金支出 12,722

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,220,748

    国県等補助金収入 98,323

    基金取崩収入 1,089,523

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,248,325

    公共施設等整備費支出 829,687

    基金積立金支出 1,355,832

    投資及び出資金支出 50,084

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,766,734

  業務収入 17,144,529

    税収等収入 13,425,377

    国県等補助金収入 3,156,514

    使用料及び手数料収入 135,517

    その他の収入 427,121

    移転費用支出 7,494,764

      補助金等支出 3,188,585

      社会保障給付支出 2,751,851

      他会計への繰出支出 1,547,236

      その他の支出 7,093

    業務費用支出 7,883,031

      人件費支出 3,001,207

      物件費等支出 4,540,422

      支払利息支出 161,059

      その他の支出 180,343

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 15,377,795


