
【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 84,209,201   固定負債 38,040,246

    有形固定資産 77,624,879     地方債 28,630,042

      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 1,737,102

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,051

        建物 28,076,940     その他 7,670,051

        建物減価償却累計額 -12,362,156   流動負債 3,635,833

        工作物 2,753,000     １年内償還予定地方債 2,534,600

        工作物減価償却累計額 -1,650,054     未払金 331,978

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 4

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 236,204

        航空機 -     預り金 400,882

        航空機減価償却累計額 -     その他 132,165

        その他 - 負債合計 41,676,079

        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 87,316,337

      インフラ資産 49,336,396   余剰分（不足分） -38,658,186

        土地 6,848,924

        建物 3,568,638

        建物減価償却累計額 -1,690,418

        工作物 69,229,043

        工作物減価償却累計額 -30,474,747

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,854,956

      物品 5,342,838

      物品減価償却累計額 -2,992,218

    無形固定資産 5,363

      ソフトウェア 5,363

      その他 -

    投資その他の資産 6,578,959

      投資及び出資金 2,903,495

        有価証券 -

        出資金 2,767,100

        その他 136,395

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 252,623

      長期貸付金 24,145

      基金 3,413,862

        減債基金 -

        その他 3,413,862

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,165

  流動資産 6,125,029

    現金預金 2,551,283

    未収金 322,181

    短期貸付金 -

    基金 3,107,136

      財政調整基金 2,320,316

      減債基金 786,820

    棚卸資産 5,259

    その他 146,000

    徴収不能引当金 -6,831 純資産合計 48,658,151

資産合計 90,334,230 負債及び純資産合計 90,334,230

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：全体会計 （単位：千円）

    その他 13,607

純行政コスト 24,251,681

    その他 13,612

  臨時利益 41,112

    資産売却益 27,505

    資産除売却損 15,204

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 900

純経常行政コスト 24,263,077

  臨時損失 29,716

    災害復旧事業費 -

  経常収益 2,126,477

    使用料及び手数料 1,631,001

    その他 495,476

      社会保障給付 3,110,508

      他会計への繰出金 -

      その他 9,134

        その他 211,857

    移転費用 14,207,752

      補助金等 11,088,110

      その他の業務費用 498,562

        支払利息 271,276

        徴収不能引当金繰入額 15,430

        維持補修費 412,511

        減価償却費 2,711,323

        その他 -

        その他 509,147

      物件費等 8,154,598

        物件費 5,030,764

        職員給与費 2,790,001

        賞与等引当金繰入額 234,979

        退職手当引当金繰入額 -5,486

  経常費用 26,389,554

    業務費用 12,181,802

      人件費 3,528,642

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



【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 48,689,363 88,853,586 -40,164,223

  純行政コスト（△） -24,251,681 -24,251,681

  財源 24,135,548 24,135,548

    税収等 16,105,970 16,105,970

    国県等補助金 8,029,578 8,029,578

  本年度差額 -116,133 -116,133

  固定資産等の変動（内部変動） -1,601,442 1,601,442

    有形固定資産等の増加 1,652,943 -1,652,943

    有形固定資産等の減少 -2,747,516 2,747,516

    貸付金・基金等の増加 895,844 -895,844

    貸付金・基金等の減少 -1,402,713 1,402,713

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 84,921 84,921

  その他 - -20,728 20,728

  本年度純資産変動額 -31,212 -1,537,248 1,506,037

本年度末純資産残高 48,658,151 87,316,337 -38,658,186

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：全体会計 （単位：千円）

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 2,551,283

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,104,578

本年度資金収支額 50,000

前年度末資金残高 2,100,401

本年度末資金残高 2,150,401

  財務活動支出 2,373,516

    地方債償還支出 2,373,516

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,268,938

    地方債発行収入 1,268,938

    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 91,787

投資活動収支 -881,677

【財務活動収支】

    貸付金支出 12,375

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,457,946

    国県等補助金収入 225,862

    基金取崩収入 1,099,169

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,339,623

    公共施設等整備費支出 1,716,863

    基金積立金支出 564,285

    投資及び出資金支出 46,100

  臨時支出 13,598

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 13,598

  臨時収入 13,598

業務活動収支 2,036,255

  業務収入 25,796,547

    税収等収入 15,910,981

    国県等補助金収入 7,780,228

    使用料及び手数料収入 1,616,463

    その他の収入 488,875

    移転費用支出 14,207,752

      補助金等支出 11,088,110

      社会保障給付支出 3,110,508

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 9,134

    業務費用支出 9,552,540

      人件費支出 3,517,187

      物件費等支出 5,410,496

      支払利息支出 271,276

      その他の支出 353,582

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 23,760,292


