
【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 54,885,903   固定負債 23,707,867

    有形固定資産 48,719,854     地方債 20,470,135

      事業用資産 25,937,863     長期未払金 -

        土地 9,096,915     退職手当引当金 1,652,742

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,051

        建物 28,076,940     その他 1,581,939

        建物減価償却累計額 -12,362,156   流動負債 2,638,090

        工作物 2,753,000     １年内償還予定地方債 1,894,845

        工作物減価償却累計額 -1,650,054     未払金 -

        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 210,535

        航空機 -     預り金 400,882

        航空機減価償却累計額 -     その他 131,828

        その他 - 負債合計 26,345,957

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 23,218   固定資産等形成分 57,517,703

      インフラ資産 22,074,330   余剰分（不足分） -25,391,562

        土地 5,325,265

        建物 790,156

        建物減価償却累計額 -516,724

        工作物 29,468,291

        工作物減価償却累計額 -14,618,179

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,625,520

      物品 1,360,452

      物品減価償却累計額 -652,791

    無形固定資産 3,872

      ソフトウェア 3,872

      その他 -

    投資その他の資産 6,162,176

      投資及び出資金 3,318,326

        有価証券 -

        出資金 2,767,100

        その他 551,226

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 100,885

      長期貸付金 24,145

      基金 2,722,458

        減債基金 -

        その他 2,722,458

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,638

  流動資産 3,586,195

    現金預金 909,629

    未収金 47,273

    短期貸付金 -

    基金 2,631,800

      財政調整基金 1,909,630

      減債基金 722,170

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,508 純資産合計 32,126,141

資産合計 58,472,097 負債及び純資産合計 58,472,097

貸借対照表
（令和2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）

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 17,358,336

    業務費用 9,380,881

      人件費 3,226,072

        職員給与費 2,544,296

        賞与等引当金繰入額 210,535

        退職手当引当金繰入額 -20,109

        その他 491,350

      物件費等 5,876,835

        物件費 3,851,747

        維持補修費 312,511

        減価償却費 1,712,576

        その他 -

      その他の業務費用 277,973

        支払利息 141,487

        徴収不能引当金繰入額 3,638

        その他 132,849

    移転費用 7,977,455

      補助金等 3,217,949

      社会保障給付 3,110,379

      他会計への繰出金 1,646,434

      その他 2,694

  経常収益 573,146

    使用料及び手数料 117,394

    その他 455,752

純経常行政コスト 16,785,190

  臨時損失 15,275

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 14,360

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 900

    その他 9

純行政コスト 16,772,950

    その他 15

  臨時利益 27,515

    資産売却益 27,505



【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 32,557,845 59,039,877 -26,482,031

  純行政コスト（△） -16,772,950 -16,772,950

  財源 16,332,377 16,332,377

    税収等 12,682,931 12,682,931

    国県等補助金 3,649,446 3,649,446

  本年度差額 -440,573 -440,573

  固定資産等の変動（内部変動） -1,531,042 1,531,042

    有形固定資産等の増加 769,160 -769,160

    有形固定資産等の減少 -1,727,326 1,727,326

    貸付金・基金等の増加 706,574 -706,574

    貸付金・基金等の減少 -1,279,450 1,279,450

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 8,868 8,868

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -431,704 -1,522,174 1,090,469

本年度末純資産残高 32,126,141 57,517,703 -25,391,562

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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）

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 15,646,889

    業務費用支出 7,669,434

      人件費支出 3,234,458

      物件費等支出 4,164,259

      支払利息支出 141,487

      その他の支出 129,230

    移転費用支出 7,977,455

      補助金等支出 3,217,949

      社会保障給付支出 3,110,379

      他会計への繰出支出 1,646,434

      その他の支出 2,694

  業務収入 16,835,784

    税収等収入 12,683,185

    国県等補助金収入 3,581,061

    使用料及び手数料収入 117,887

    その他の収入 453,651

  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 1,188,895

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,344,835

    公共施設等整備費支出 909,249

    基金積立金支出 376,619

    投資及び出資金支出 46,592

    貸付金支出 12,375

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,105,182

    国県等補助金収入 68,385

    基金取崩収入 995,669

    貸付金元金回収収入 13,233

    資産売却収入 27,895

    その他の収入 -

投資活動収支 -239,653

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,799,327

    地方債償還支出 1,799,327

    その他の支出 -

  財務活動収入 786,738

    地方債発行収入 786,738

前年度末歳計外現金残高 398,397

本年度歳計外現金増減額 2,485

本年度末歳計外現金残高 400,882

本年度末現金預金残高 909,629

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,012,589

本年度資金収支額 -63,347

前年度末資金残高 572,094

本年度末資金残高 508,747


