
【様式第1号】

自治体名：つくばみらい市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 116,303,716   固定負債 64,953,361

    有形固定資産 108,773,584     地方債等 35,229,827

      事業用資産 30,684,172     長期未払金 -

        土地 9,447,518     退職手当引当金 3,141,206

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 6,843

        立木竹 -     その他 26,575,484

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,913,922

        建物 35,434,208     １年内償還予定地方債等 3,323,090

        建物減価償却累計額 -15,366,369     未払金 723,402

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 3,017,002     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,993,790     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 304,127

        船舶 -     預り金 431,152

        船舶減価償却累計額 -     その他 132,152

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 69,867,283

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 119,872,942

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -65,652,193

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 145,603

      インフラ資産 73,709,765

        土地 10,074,028

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,434,613

        建物減価償却累計額 -1,343,435

        建物減損損失累計額 -

        工作物 86,326,458

        工作物減価償却累計額 -26,736,204

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,954,306

      物品 8,884,344

      物品減価償却累計額 -4,504,698

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 19,869

      ソフトウェア 19,869

      その他 -

    投資その他の資産 7,510,263

      投資及び出資金 2,767,733

        有価証券 -

        出資金 2,767,085

        その他 648

      長期延滞債権 191,158

      長期貸付金 27,975

      基金 4,418,927

        減債基金 -

        その他 4,418,927

      その他 116,927

      徴収不能引当金 -12,455

  流動資産 7,784,317

    現金預金 3,778,273

    未収金 432,658

    短期貸付金 88

    基金 3,569,138

      財政調整基金 2,967,536

      減債基金 601,602

    棚卸資産 4,418

    その他 12,153

    徴収不能引当金 -12,412

  繰延資産 - 純資産合計 54,220,749

資産合計 124,088,032 負債及び純資産合計 124,088,032

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 18,489

    その他 7,950

純行政コスト 35,623,418

    損失補償等引当金繰入額 3,792

    その他 20,030

  臨時利益 26,440

  臨時損失 25,133

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,311

    使用料及び手数料 1,867,794

    その他 456,323

純経常行政コスト 35,624,725

      社会保障給付 3,439,853

      その他 9,133

  経常収益 2,324,117

        その他 317,538

    移転費用 22,334,216

      補助金等 18,885,230

      その他の業務費用 693,435

        支払利息 359,493

        徴収不能引当金繰入額 16,404

        維持補修費 401,257

        減価償却費 3,705,165

        その他 -247

        その他 639,910

      物件費等 10,220,270

        物件費 6,114,095

        職員給与費 3,701,735

        賞与等引当金繰入額 330,078

        退職手当引当金繰入額 29,197

  経常費用 37,948,842

    業務費用 15,614,625

      人件費 4,700,920

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 53,496,988 119,074,084 -65,577,097 -

  純行政コスト（△） -35,623,418 -35,623,418 -

  財源 36,116,632 36,116,632 -

    税収等 19,018,794 19,018,794 -

    国県等補助金 17,097,838 17,097,838 -

  本年度差額 493,214 493,214 -

  固定資産等の変動（内部変動） 596,741 -596,741

    有形固定資産等の増加 4,240,508 -4,240,508

    有形固定資産等の減少 -3,721,860 3,721,860

    貸付金・基金等の増加 725,410 -725,410

    貸付金・基金等の減少 -647,316 647,316

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 196,248 196,248

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 34,299 54,776 -20,476 -

  その他 0 -48,908 48,908

  本年度純資産変動額 723,761 798,858 -75,096 -

本年度末純資産残高 54,220,749 119,872,942 -65,652,193 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 403,539

本年度歳計外現金増減額 23,036

本年度末歳計外現金残高 426,575

本年度末現金預金残高 3,778,273

財務活動収支 -197,559

本年度資金収支額 713,409

前年度末資金残高 2,640,033

比例連結割合変更に伴う差額 -1,744

本年度末資金残高 3,351,699

    地方債等償還支出 3,200,233

    その他の支出 589

  財務活動収入 3,003,263

    地方債等発行収入 3,003,263

    その他の収入 -

    資産売却収入 18,489

    その他の収入 226,118

投資活動収支 -2,168,294

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,200,822

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,821,974

    国県等補助金収入 540,689

    基金取崩収入 1,025,012

    貸付金元金回収収入 11,666

  投資活動支出 3,990,268

    公共施設等整備費支出 2,847,841

    基金積立金支出 1,128,406

    投資及び出資金支出 2

    貸付金支出 14,020

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 14,613

  臨時収入 7,950

業務活動収支 3,079,262

【投資活動収支】

    税収等収入 18,528,949

    国県等補助金収入 16,380,386

    使用料及び手数料収入 1,816,730

    その他の収入 586,399

  臨時支出 14,613

    移転費用支出 22,334,216

      補助金等支出 18,885,230

      社会保障給付支出 3,439,853

      その他の支出 9,133

  業務収入 37,312,464

    業務費用支出 11,892,322

      人件費支出 4,667,635

      物件費等支出 6,522,382

      支払利息支出 359,493

      その他の支出 342,813

連結資金収支計算書
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 34,226,539


