
【様式第1号】

自治体名：天草市
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 227,962,197   固定負債 52,916,183

    有形固定資産 220,062,452     地方債 44,365,095

      事業用資産 90,112,737     長期未払金 601,264

        土地 38,262,096     退職手当引当金 7,947,528

        立木竹 1,543,697     損失補償等引当金 -

        建物 111,824,574     その他 2,295

        建物減価償却累計額 -71,702,366   流動負債 7,527,725

        工作物 19,395,874     １年内償還予定地方債 6,738,255

        工作物減価償却累計額 -13,191,882     未払金 141,497

        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 501,411

        航空機 -     預り金 145,460

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,102

        その他 - 負債合計 60,443,907

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,980,744   固定資産等形成分 238,293,708

      インフラ資産 127,821,213   余剰分（不足分） -57,439,682

        土地 4,343,213

        建物 998,861

        建物減価償却累計額 -714,527

        工作物 382,207,717

        工作物減価償却累計額 -259,571,724

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 557,672

      物品 8,198,634

      物品減価償却累計額 -6,070,132

    無形固定資産 185,862

      ソフトウェア 185,862

      その他 -

    投資その他の資産 7,713,882

      投資及び出資金 1,178,131

        有価証券 -

        出資金 1,178,131

        その他 -

      投資損失引当金 -30,167

      長期延滞債権 202,270

      長期貸付金 -

      基金 6,382,521

        減債基金 1,627,864

        その他 4,754,657

      その他 -

      徴収不能引当金 -18,873

  流動資産 13,335,737

    現金預金 2,955,215

    未収金 54,709

    短期貸付金 90,000

    基金 10,241,511

      財政調整基金 9,697,706

      減債基金 543,806

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,698 純資産合計 180,854,026

資産合計 241,297,933 負債及び純資産合計 241,297,933

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：天草市
会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 425

純行政コスト 48,067,384

    その他 -

  臨時利益 18,530

    資産売却益 18,105

    資産除売却損 44,001

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 47,675,731

  臨時損失 410,183

    災害復旧事業費 366,182

  経常収益 1,199,634

    使用料及び手数料 659,004

    その他 540,630

      社会保障給付 6,648,636

      他会計への繰出金 3,271,861

      その他 10,453

        その他 155,566

    移転費用 23,033,043

      補助金等 13,102,093

      その他の業務費用 503,884

        支払利息 323,747

        徴収不能引当金繰入額 24,571

        維持補修費 1,462,955

        減価償却費 8,551,131

        その他 -

        その他 1,047,610

      物件費等 17,307,934

        物件費 7,293,848

        職員給与費 5,925,654

        賞与等引当金繰入額 501,411

        退職手当引当金繰入額 555,828

  経常費用 48,875,365

    業務費用 25,842,322

      人件費 8,030,503

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：天草市
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 184,420,940 242,004,175 -57,583,235

  純行政コスト（△） -48,067,384 -48,067,384

  財源 43,647,672 43,647,672

    税収等 33,783,245 33,783,245

    国県等補助金 9,864,427 9,864,427

  本年度差額 -4,419,712 -4,419,712

  固定資産等の変動（内部変動） -4,563,265 4,563,265

    有形固定資産等の増加 5,631,823 -5,631,823

    有形固定資産等の減少 -8,582,812 8,582,812

    貸付金・基金等の増加 2,901,305 -2,901,305

    貸付金・基金等の減少 -4,513,580 4,513,580

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 831,388 831,388

  その他 21,410 21,410 -

  本年度純資産変動額 -3,566,915 -3,710,467 143,553

本年度末純資産残高 180,854,026 238,293,708 -57,439,682

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：天草市
会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 129,488

本年度歳計外現金増減額 15,972

本年度末歳計外現金残高 145,460

本年度末現金預金残高 2,955,215

    その他の収入 -

財務活動収支 270,610

本年度資金収支額 -197,500

前年度末資金残高 3,007,255

本年度末資金残高 2,809,755

  財務活動支出 6,581,490

    地方債償還支出 6,438,892

    その他の支出 142,598

  財務活動収入 6,852,100

    地方債発行収入 6,852,100

    貸付金元金回収収入 70,000

    資産売却収入 29,252

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,362,708

【財務活動収支】

    貸付金支出 90,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,948,426

    国県等補助金収入 647,459

    基金取崩収入 4,201,715

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,311,135

    公共施設等整備費支出 5,631,823

    基金積立金支出 2,589,312

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 389,649

    災害復旧事業費支出 366,182

    その他の支出 23,467

  臨時収入 182,265

業務活動収支 2,894,599

  業務収入 44,006,397

    税収等収入 33,773,403

    国県等補助金収入 9,034,703

    使用料及び手数料収入 657,242

    その他の収入 541,049

    移転費用支出 23,033,043

      補助金等支出 13,102,093

      社会保障給付支出 6,648,636

      他会計への繰出支出 3,271,861

      その他の支出 10,453

    業務費用支出 17,871,371

      人件費支出 8,645,990

      物件費等支出 8,756,803

      支払利息支出 323,747

      その他の支出 144,831

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 40,904,414


