
【様式第1号】

自治体名：天草市
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 284,922,221   固定負債 86,837,726

    有形固定資産 272,482,643     地方債等 61,454,181

      事業用資産 94,326,226     長期未払金 601,264

        土地 38,883,233     退職手当引当金 9,117,431

        立木竹 1,543,697     損失補償等引当金 -

        建物 119,540,496     その他 15,664,850

        建物減価償却累計額 -75,856,468   流動負債 10,233,228

        工作物 19,608,255     １年内償還予定地方債等 8,684,196

        工作物減価償却累計額 -13,373,732     未払金 669,583

        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 666,012

        航空機 -     預り金 152,170

        航空機減価償却累計額 -     その他 61,267

        その他 - 負債合計 97,070,954

        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 296,961,746

      インフラ資産 169,543,987   余剰分（不足分） -87,515,049

        土地 5,152,081   他団体出資等分 -

        建物 3,338,232

        建物減価償却累計額 -1,129,393

        工作物 434,116,161

        工作物減価償却累計額 -272,715,664

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 782,571

      物品 21,681,200

      物品減価償却累計額 -13,068,770

    無形固定資産 3,460,900

      ソフトウェア 199,196

      その他 3,261,704

    投資その他の資産 8,978,677

      投資及び出資金 2,278,131

        有価証券 1,100,000

        出資金 1,178,131

        その他 -

      投資損失引当金 -30,167

      長期延滞債権 372,410

      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 13,128

      徴収不能引当金 -37,347

  流動資産 21,595,430

    現金預金 8,710,448

    未収金 857,836

    短期貸付金 90,000

    基金 11,949,525

      財政調整基金 11,405,720

      減債基金 543,806

    棚卸資産 4,629

    その他 -

    徴収不能引当金 -17,009

  繰延資産 - 純資産合計 209,446,697

資産合計 306,517,651 負債及び純資産合計 306,517,651

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：天草市
会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 18,105

    その他 425

純行政コスト 70,919,467

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 56,750

  臨時利益 18,530

  臨時損失 493,126

    災害復旧事業費 366,182

    資産除売却損 70,194

    使用料及び手数料 5,809,802

    その他 934,406

純経常行政コスト 70,444,870

      社会保障給付 6,665,537

      その他 35,852

  経常収益 6,744,207

        その他 752,114

    移転費用 41,877,887

      補助金等 35,176,497

      その他の業務費用 1,508,028

        支払利息 704,302

        徴収不能引当金繰入額 51,613

        維持補修費 1,600,293

        減価償却費 11,311,723

        その他 -

        その他 1,849,827

      物件費等 23,077,759

        物件費 10,165,743

        職員給与費 7,634,531

        賞与等引当金繰入額 661,182

        退職手当引当金繰入額 579,864

  経常費用 77,189,078

    業務費用 35,311,191

      人件費 10,725,404

連結行政コスト計算書
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：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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 213,127,832 302,022,446 -88,894,614 -

  純行政コスト（△） -70,919,467 -70,919,467 -

  財源 65,999,255 65,999,255 -

    税収等 41,137,925 41,137,925 -

    国県等補助金 24,861,330 24,861,330 -

  本年度差額 -4,920,211 -4,920,211 -

  固定資産等の変動（内部変動） -5,913,497 5,913,497

    有形固定資産等の増加 7,068,854 -7,068,854

    有形固定資産等の減少 -11,369,597 11,369,597

    貸付金・基金等の増加 3,252,883 -3,252,883

    貸付金・基金等の減少 -4,865,637 4,865,637

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 831,388 831,388

  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 - - - -

  その他 407,689 21,410 386,279

  本年度純資産変動額 -3,681,135 -5,060,700 1,379,565 -

本年度末純資産残高 209,446,697 296,961,746 -87,515,049 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 8,710,448

財務活動収支 -1,161,537

本年度資金収支額 -313,066

前年度末資金残高 8,878,054

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 8,564,988

    地方債等償還支出 8,381,538

    その他の支出 142,598

  財務活動収入 7,362,600

    地方債等発行収入 7,362,600

    その他の収入 -

    資産売却収入 29,252

    その他の収入 750,664

投資活動収支 -3,785,535

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,524,137

    その他の支出 -

  投資活動収入 6,123,251

    国県等補助金収入 940,750

    基金取崩収入 4,332,585

    貸付金元金回収収入 70,000

  投資活動支出 9,908,786

    公共施設等整備費支出 7,068,854

    基金積立金支出 2,749,932

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 90,000

    災害復旧事業費支出 366,182

    その他の支出 80,217

  臨時収入 182,265

業務活動収支 4,634,006

【投資活動収支】

    税収等収入 41,067,969

    国県等補助金収入 23,406,434

    使用料及び手数料収入 5,739,982

    その他の収入 935,498

  臨時支出 446,399

    移転費用支出 41,877,887

      補助金等支出 35,176,497

      社会保障給付支出 6,665,537

      その他の支出 35,852

  業務収入 71,149,883

    業務費用支出 24,373,857

      人件費支出 11,289,713

      物件費等支出 11,647,359

      支払利息支出 704,302

      その他の支出 732,483

連結資金収支計算書
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 66,251,744


