
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 54,033,255   固定負債 23,394,630

    有形固定資産 48,244,395     地方債 20,303,680

      事業用資産 25,292,687     長期未払金 -

        土地 9,094,253     退職手当引当金 1,633,997

        立木竹 -     損失補償等引当金 6,843

        建物 28,239,660     その他 1,450,111

        建物減価償却累計額 -13,095,741   流動負債 2,760,467

        工作物 2,757,735     １年内償還予定地方債 1,992,222

        工作物減価償却累計額 -1,736,022     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 212,714

        航空機 -     預り金 423,703

        航空機減価償却累計額 -     その他 131,828

        その他 - 負債合計 26,155,097

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 32,803   固定資産等形成分 56,724,949

      インフラ資産 22,358,598   余剰分（不足分） -25,052,595

        土地 5,349,649

        建物 865,467

        建物減価償却累計額 -537,044

        工作物 30,447,591

        工作物減価償却累計額 -15,308,778

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,541,712

      物品 1,387,540

      物品減価償却累計額 -794,430

    無形固定資産 13,892

      ソフトウェア 13,892

      その他 -

    投資その他の資産 5,774,968

      投資及び出資金 3,348,558

        有価証券 -

        出資金 2,767,085

        その他 581,473

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 80,627

      長期貸付金 26,504

      基金 2,322,468

        減債基金 -

        その他 2,322,468

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,189

  流動資産 3,794,196

    現金預金 1,045,606

    未収金 60,974

    短期貸付金 -

    基金 2,691,694

      財政調整基金 2,149,412

      減債基金 542,282

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,078 純資産合計 31,672,354

資産合計 57,827,451 負債及び純資産合計 57,827,451

貸借対照表
（令和3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 -

純行政コスト 23,746,444

    その他 1,768

  臨時利益 18,489

    資産売却益 18,489

    資産除売却損 1,311

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 3,792

純経常行政コスト 23,758,062

  臨時損失 6,871

    災害復旧事業費 -

  経常収益 487,815

    使用料及び手数料 105,953

    その他 381,862

      社会保障給付 3,439,847

      他会計への繰出金 1,275,042

      その他 2,821

        その他 139,304

    移転費用 14,071,765

      補助金等 9,354,056

      その他の業務費用 268,240

        支払利息 124,157

        徴収不能引当金繰入額 4,779

        維持補修費 242,138

        減価償却費 1,719,370

        その他 -

        その他 533,227

      物件費等 6,532,801

        物件費 4,571,292

        職員給与費 2,645,876

        賞与等引当金繰入額 212,714

        退職手当引当金繰入額 -18,745

  経常費用 24,245,877

    業務費用 10,174,112

      人件費 3,373,071

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 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）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -23,746,444 -23,746,444

  財源 23,164,397 23,164,397

    税収等 13,141,482 13,141,482

    国県等補助金 10,022,915 10,022,915

  本年度差額 -582,047 -582,047

  固定資産等の変動（内部変動） -921,014 921,014

    有形固定資産等の増加 1,126,982 -1,126,982

    有形固定資産等の減少 -1,720,681 1,720,681

    貸付金・基金等の増加 273,416 -273,416

    貸付金・基金等の減少 -600,730 600,730

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 128,260 128,260

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -453,787 -792,754 338,967

本年度末純資産残高 31,672,354 56,724,949 -25,052,595

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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 400,882

本年度歳計外現金増減額 22,821

本年度末歳計外現金残高 423,703

本年度末現金預金残高 1,045,606

    その他の収入 -

財務活動収支 -69,078

本年度資金収支額 113,156

前年度末資金残高 508,747

本年度末資金残高 621,903

  財務活動支出 1,894,845

    地方債償還支出 1,894,845

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,825,767

    地方債発行収入 1,825,767

    貸付金元金回収収入 11,641

    資産売却収入 18,489

    その他の収入 -

投資活動収支 -670,228

【財務活動収支】

    貸付金支出 14,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,214,485

    国県等補助金収入 264,356

    基金取崩収入 919,998

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,884,712

    公共施設等整備費支出 1,258,810

    基金積立金支出 579,902

    投資及び出資金支出 32,000

  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 852,461

  業務収入 23,377,671

    税収等収入 13,130,930

    国県等補助金収入 9,758,559

    使用料及び手数料収入 106,332

    その他の収入 381,850

    移転費用支出 14,071,765

      補助金等支出 9,354,056

      社会保障給付支出 3,439,847

      他会計への繰出支出 1,275,042

      その他の支出 2,821

    業務費用支出 8,453,444

      人件費支出 3,389,638

      物件費等支出 4,813,430

      支払利息支出 124,157

      その他の支出 126,219

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 22,525,210


