
【様式第1号】

自治体名：天草市
会計：連結会計 （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 290,408,399   固定負債 87,712,140

    有形固定資産 277,933,255     地方債等 61,567,910

      事業用資産 98,784,174     長期未払金 601,264

        土地 39,280,994     退職手当引当金 9,572,280

        立木竹 1,543,697     損失補償等引当金 -

        建物 127,459,875     その他 15,970,686

        建物減価償却累計額 -80,385,114   流動負債 10,387,833

        工作物 20,675,259     １年内償還予定地方債等 8,727,635

        工作物減価償却累計額 -13,842,445     未払金 701,749

        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 736,942

        航空機 -     預り金 159,731

        航空機減価償却累計額 -     その他 61,776

        その他 386 負債合計 98,099,973

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,051,522   固定資産等形成分 302,843,961

      インフラ資産 170,176,902   余剰分（不足分） -87,378,743

        土地 5,159,433   他団体出資等分 28,210

        建物 3,472,410

        建物減価償却累計額 -1,185,926

        工作物 434,941,355

        工作物減価償却累計額 -272,993,603

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 783,233

      物品 23,333,746

      物品減価償却累計額 -14,361,566

    無形固定資産 3,471,492

      ソフトウェア 200,899

      その他 3,270,593

    投資その他の資産 9,003,651

      投資及び出資金 1,794,638

        有価証券 1,142,760

        出資金 651,478

        その他 400

      長期延滞債権 375,633

      長期貸付金 -

      基金 6,857,598

        減債基金 1,627,864

        その他 5,229,734

      その他 13,128

      徴収不能引当金 -37,347

  流動資産 23,185,003

    現金預金 9,889,595

    未収金 864,665

    短期貸付金 90,000

    基金 12,345,562

      財政調整基金 11,797,355

      減債基金 548,207

    棚卸資産 12,135

    その他 54

    徴収不能引当金 -17,009

  繰延資産 - 純資産合計 215,493,428

資産合計 313,593,401 負債及び純資産合計 313,593,401

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：連結会計 （単位：千円）

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

  経常費用 91,456,446

    業務費用 38,543,168

      人件費 12,026,483

        職員給与費 8,818,326

        賞与等引当金繰入額 732,092

        退職手当引当金繰入額 580,258

        その他 1,895,807

      物件費等 24,689,395

        物件費 11,079,626

        維持補修費 1,783,968

        減価償却費 11,825,797

        その他 3

      その他の業務費用 1,827,290

        支払利息 707,668

        徴収不能引当金繰入額 51,613

        その他 1,068,009

    移転費用 52,913,278

      補助金等 46,104,185

      社会保障給付 6,665,537

      その他 143,556

  経常収益 7,331,242

    使用料及び手数料 5,892,006

    その他 1,439,235

純経常行政コスト 84,125,205

  臨時損失 499,643

    災害復旧事業費 366,182

    資産除売却損 76,711

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 56,750

  臨時利益 255,467

    資産売却益 18,653

    その他 236,814

純行政コスト 84,369,380



【様式第3号】

自治体名：天草市
会計：連結会計 （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 219,049,102 308,266,275 -89,217,173 -

  純行政コスト（△） -84,369,380 -84,361,647 -7,733

  財源 79,512,024 79,512,024 -

    税収等 47,556,720 47,556,720 -

    国県等補助金 31,955,304 31,955,304 -

  本年度差額 -4,857,356 -4,849,623 -7,733

  固定資産等の変動（内部変動） -6,164,405 6,164,405

    有形固定資産等の増加 7,279,654 -7,279,654

    有形固定資産等の減少 -11,890,188 11,890,188

    貸付金・基金等の増加 3,369,900 -3,369,900

    貸付金・基金等の減少 -4,923,770 4,923,770

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 831,904 831,904

  他団体出資等分の増加 -35,943 35,943

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -9,458 -79,115 69,657 -

  その他 479,237 -10,698 489,935

  本年度純資産変動額 -3,555,674 -5,422,315 1,838,431 28,210

本年度末純資産残高 215,493,428 302,843,961 -87,378,743 28,210

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：連結会計 （単位：千円）

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 79,904,887

    業務費用支出 27,002,935

      人件費支出 12,496,726

      物件費等支出 12,750,260

      支払利息支出 707,668

      その他の支出 1,048,281

    移転費用支出 52,901,952

      補助金等支出 46,104,185

      社会保障給付支出 6,665,537

      その他の支出 132,230

  業務収入 85,162,937

    税収等収入 47,486,764

    国県等補助金収入 30,414,990

    使用料及び手数料収入 5,822,216

    その他の収入 1,438,967

  臨時支出 446,399

    災害復旧事業費支出 366,182

    その他の支出 80,217

  臨時収入 256,692

業務活動収支 5,068,343

【投資活動収支】

  投資活動支出 10,237,027

    公共施設等整備費支出 7,279,654

    基金積立金支出 2,845,883

    投資及び出資金支出 21,491

    貸付金支出 90,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 6,192,819

    国県等補助金収入 951,741

    基金取崩収入 4,369,458

    貸付金元金回収収入 70,000

    資産売却収入 50,956

    その他の収入 750,664

投資活動収支 -4,044,209

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,596,477

    地方債等償還支出 8,453,879

    その他の支出 142,598

  財務活動収入 7,364,600

    地方債等発行収入 7,364,600

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 135,302

本年度歳計外現金増減額 16,351

本年度末歳計外現金残高 151,653

本年度末現金預金残高 9,889,595

財務活動収支 -1,231,877

本年度資金収支額 -207,742

前年度末資金残高 9,974,642

比例連結割合変更に伴う差額 -28,958

本年度末資金残高 9,737,941


