
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 93,932,704   固定負債 50,505,775

    有形固定資産 87,722,020     地方債 28,586,963

      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 1,713,583

        立木竹 -     損失補償等引当金 6,843

        建物 28,239,660     その他 20,198,386

        建物減価償却累計額 -13,095,741   流動負債 4,053,176

        工作物 2,757,735     １年内償還予定地方債 2,655,346

        工作物減価償却累計額 -1,736,022     未払金 602,645

        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 239,331

        航空機 -     預り金 423,703

        航空機減価償却累計額 -     その他 132,152

        その他 - 負債合計 54,558,951

        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 97,443,786

      インフラ資産 58,847,501   余剰分（不足分） -51,077,127

        土地 9,606,566

        建物 2,580,764

        建物減価償却累計額 -1,033,511

        工作物 70,846,162

        工作物減価償却累計額 -24,973,880

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,821,399

      物品 6,944,387

      物品減価償却累計額 -3,362,555

    無形固定資産 19,766

      ソフトウェア 19,766

      その他 -

    投資その他の資産 6,190,917

      投資及び出資金 2,933,727

        有価証券 -

        出資金 2,767,085

        その他 166,642

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 189,502

      長期貸付金 26,504

      基金 3,053,497

        減債基金 -

        その他 3,053,497

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,313

  流動資産 6,992,907

    現金預金 3,091,983

    未収金 387,155

    短期貸付金 -

    基金 3,511,082

      財政調整基金 2,909,480

      減債基金 601,602

    棚卸資産 4,418

    その他 9,800

    徴収不能引当金 -11,532 純資産合計 46,366,659

資産合計 100,925,610 負債及び純資産合計 100,925,610

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：全体会計 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 31,251,844

    その他 14,289

  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 31,250,941

  臨時損失 19,392

    災害復旧事業費 -

  経常収益 2,099,327

    使用料及び手数料 1,655,287

    その他 444,040

      社会保障給付 3,439,853

      他会計への繰出金 -

      その他 7,231

        その他 209,363

    移転費用 20,126,450

      補助金等 16,679,366

      その他の業務費用 469,121

        支払利息 243,416

        徴収不能引当金繰入額 16,342

        維持補修費 356,749

        減価償却費 2,992,143

        その他 -

        その他 554,348

      物件費等 9,019,545

        物件費 5,670,653

        職員給与費 2,932,311

        賞与等引当金繰入額 235,651

        退職手当引当金繰入額 12,842

  経常費用 33,350,268

    業務費用 13,223,818

      人件費 3,735,152

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：全体会計 （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 46,061,911 96,722,048 -50,660,136

  純行政コスト（△） -31,251,844 -31,251,844

  財源 31,366,342 31,366,342

    税収等 16,840,382 16,840,382

    国県等補助金 14,525,960 14,525,960

  本年度差額 114,498 114,498

  固定資産等の変動（内部変動） 584,276 -584,276

    有形固定資産等の増加 3,561,050 -3,561,050

    有形固定資産等の減少 -3,004,228 3,004,228

    貸付金・基金等の増加 663,844 -663,844

    貸付金・基金等の減少 -636,391 636,391

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 190,249 190,249

  その他 - -52,787 52,787

  本年度純資産変動額 304,747 721,738 -416,991

本年度末純資産残高 46,366,659 97,443,786 -51,077,127

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：全体会計 （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 3,091,983

    その他の収入 -

財務活動収支 77,667

本年度資金収支額 517,878

前年度末資金残高 2,150,401

本年度末資金残高 2,668,280

  財務活動支出 2,534,600

    地方債償還支出 2,534,600

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,612,267

    地方債発行収入 2,612,267

    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 88,376

投資活動収支 -1,748,793

【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 1,532,669

    国県等補助金収入 390,664

    基金取崩収入 1,023,498

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,281,462

    公共施設等整備費支出 2,168,383

    基金積立金支出 1,067,080

    投資及び出資金支出 32,000

  臨時支出 8,872

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 8,872

  臨時収入 -

業務活動収支 2,189,005

  業務収入 32,534,862

    税収等収入 16,396,379

    国県等補助金収入 13,957,544

    使用料及び手数料収入 1,601,134

    その他の収入 579,805

    移転費用支出 20,126,450

      補助金等支出 16,679,366

      社会保障給付支出 3,439,853

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 7,231

    業務費用支出 10,210,535

      人件費支出 3,715,114

      物件費等支出 6,035,582

      支払利息支出 243,416

      その他の支出 216,423

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 30,336,985


