
【様式第1号】

自治体名：つくばみらい市

会計：全体会計 （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 85,409,497   固定負債 39,672,001

    有形固定資産 78,654,855     地方債 29,995,704

      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 1,742,588

        立木竹 -     損失補償等引当金 2,151

        建物 28,031,079     その他 6,217,791

        建物減価償却累計額 -11,623,182   流動負債 3,315,804

        工作物 2,747,264     １年内償還予定地方債 2,273,516

        工作物減価償却累計額 -1,564,897     未払金 424,281

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 219,264

        航空機 -     預り金 398,397

        航空機減価償却累計額 -     その他 344

        その他 - 負債合計 42,987,805

        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 88,853,586

      インフラ資産 49,717,319   余剰分（不足分） -40,164,223

        土地 6,773,833

        建物 3,569,628

        建物減価償却累計額 -1,603,483

        工作物 68,309,952

        工作物減価償却累計額 -28,994,219

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,661,610

      物品 5,217,983

      物品減価償却累計額 -2,763,513

    無形固定資産 5,275

      ソフトウェア 5,275

      その他 -

    投資その他の資産 6,749,367

      投資及び出資金 2,857,400

        有価証券 -

        出資金 2,855,114

        その他 2,286

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 273,839

      長期貸付金 25,003

      基金 3,611,794

        減債基金 80,000

        その他 3,531,794

      その他 -

      徴収不能引当金 -18,669

  流動資産 6,267,670

    現金預金 2,498,798

    未収金 316,056

    短期貸付金 -

    基金 3,444,088

      財政調整基金 2,484,481

      減債基金 959,607

    棚卸資産 5,244

    その他 14,200

    徴収不能引当金 -10,716 純資産合計 48,689,363

資産合計 91,677,167 負債及び純資産合計 91,677,167

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：全体会計 （単位：千円）

    その他 29,858

純行政コスト 24,037,952

    その他 485

  臨時利益 43,984

    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 24,076,902

  臨時損失 5,035

    災害復旧事業費 -

  経常収益 2,093,256

    使用料及び手数料 1,628,869

    その他 464,387

      社会保障給付 2,751,862

      他会計への繰出金 -

      その他 15,937

        その他 315,184

    移転費用 13,959,934

      補助金等 11,192,136

      その他の業務費用 631,861

        支払利息 301,037

        徴収不能引当金繰入額 15,641

        維持補修費 422,622

        減価償却費 2,629,134

        その他 -

        その他 522,696

      物件費等 8,412,257

        物件費 5,360,502

        職員給与費 2,546,281

        賞与等引当金繰入額 218,168

        退職手当引当金繰入額 -121,039

  経常費用 26,170,158

    業務費用 12,210,224

      人件費 3,166,106

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：全体会計 （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 48,112,450 88,481,646 -40,369,195

  純行政コスト（△） -24,037,952 -24,037,952

  財源 24,591,173 24,591,173

    税収等 16,814,666 16,814,666

    国県等補助金 7,776,506 7,776,506

  本年度差額 553,220 553,220

  固定資産等の変動（内部変動） 369,786 -369,786

    有形固定資産等の増加 2,508,656 -2,508,656

    有形固定資産等の減少 -2,676,193 2,676,193

    貸付金・基金等の増加 1,670,341 -1,670,341

    貸付金・基金等の減少 -1,133,017 1,133,017

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 23,692 23,692

  その他 - -21,538 21,538

  本年度純資産変動額 576,912 371,940 204,972

本年度末純資産残高 48,689,363 88,853,586 -40,164,223

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：全体会計 （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 2,498,798

    その他の収入 -

財務活動収支 -587,130

本年度資金収支額 -1,083,490

前年度末資金残高 3,183,891

本年度末資金残高 2,100,401

  財務活動支出 2,180,595

    地方債償還支出 2,180,595

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,593,465

    地方債発行収入 1,593,465

    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 96,730

投資活動収支 -3,082,302

【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 1,488,524

    国県等補助金収入 259,370

    基金取崩収入 1,099,523

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,570,826

    公共施設等整備費支出 2,906,799

    基金積立金支出 1,602,405

    投資及び出資金支出 48,900

  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 2,585,943

  業務収入 26,199,028

    税収等収入 16,622,352

    国県等補助金収入 7,507,643

    使用料及び手数料収入 1,606,303

    その他の収入 462,731

    移転費用支出 13,959,934

      補助金等支出 11,192,136

      社会保障給付支出 2,751,862

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 15,937

    業務費用支出 9,653,152

      人件費支出 3,267,305

      物件費等支出 5,774,151

      支払利息支出 301,037

      その他の支出 310,659

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 23,613,086


