
【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 226,833,839   固定負債 54,496,503

    有形固定資産 219,655,281     地方債 46,452,256

      事業用資産 93,424,304     長期未払金 459,767

        土地 38,445,108     退職手当引当金 7,583,265

        立木竹 1,543,697     損失補償等引当金 -

        建物 120,323,091     その他 1,216

        建物減価償却累計額 -73,967,264   流動負債 7,705,174

        工作物 20,110,584     １年内償還予定地方債 6,912,351

        工作物減価償却累計額 -13,565,459     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 486,617

        航空機 -     預り金 163,587

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,122

        その他 - 負債合計 62,201,678

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 534,548   固定資産等形成分 237,307,156

      インフラ資産 124,071,739   余剰分（不足分） -60,353,490

        土地 4,702,517

        建物 998,861

        建物減価償却累計額 -738,867

        工作物 383,075,685

        工作物減価償却累計額 -264,876,917

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 910,461

      物品 8,306,898

      物品減価償却累計額 -6,147,660

    無形固定資産 284,057

      ソフトウェア 284,057

      その他 -

    投資その他の資産 6,894,501

      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 -52,451

      長期延滞債権 196,608

      長期貸付金 -

      基金 5,590,686

        減債基金 555,624

        その他 5,035,062

      その他 -

      徴収不能引当金 -18,473

  流動資産 12,321,505

    現金預金 1,788,491

    未収金 66,507

    短期貸付金 150,000

    基金 10,323,317

      財政調整基金 8,900,491

      減債基金 1,422,826

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,810 純資産合計 176,953,666

資産合計 239,155,344 負債及び純資産合計 239,155,344

貸借対照表
（令和2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 -

純行政コスト 48,468,367

    その他 -

  臨時利益 24,314

    資産売却益 24,314

    資産除売却損 184,949

    投資損失引当金繰入額 22,285

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 47,842,206

  臨時損失 650,475

    災害復旧事業費 443,241

  経常収益 1,181,149

    使用料及び手数料 661,961

    その他 519,188

      社会保障給付 6,793,472

      他会計への繰出金 3,336,129

      その他 27,623

        その他 138,851

    移転費用 23,585,355

      補助金等 13,428,131

      その他の業務費用 431,834

        支払利息 267,700

        徴収不能引当金繰入額 25,283

        維持補修費 1,665,547

        減価償却費 8,453,607

        その他 -

        その他 1,056,104

      物件費等 17,091,612

        物件費 6,972,458

        職員給与費 5,764,447

        賞与等引当金繰入額 486,617

        退職手当引当金繰入額 607,386

  経常費用 49,023,355

    業務費用 25,438,000

      人件費 7,914,554

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 180,854,026 238,293,708 -57,439,682

  純行政コスト（△） -48,468,367 -48,468,367

  財源 44,758,262 44,758,262

    税収等 34,124,921 34,124,921

    国県等補助金 10,633,341 10,633,341

  本年度差額 -3,710,105 -3,710,105

  固定資産等の変動（内部変動） -796,350 796,350

    有形固定資産等の増加 8,445,067 -8,445,067

    有形固定資産等の減少 -8,563,842 8,563,842

    貸付金・基金等の増加 2,371,060 -2,371,060

    貸付金・基金等の減少 -3,048,636 3,048,636

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -190,202 -190,202

  その他 -53 - -53

  本年度純資産変動額 -3,900,360 -986,552 -2,913,808

本年度末純資産残高 176,953,666 237,307,156 -60,353,490

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 145,460

本年度歳計外現金増減額 18,127

本年度末歳計外現金残高 163,587

本年度末現金預金残高 1,788,491

    その他の収入 -

財務活動収支 2,118,647

本年度資金収支額 -1,184,851

前年度末資金残高 2,809,755

本年度末資金残高 1,624,904

  財務活動支出 7,092,153

    地方債償還支出 6,949,544

    その他の支出 142,609

  財務活動収入 9,210,800

    地方債発行収入 9,210,800

    貸付金元金回収収入 90,000

    資産売却収入 30,895

    その他の収入 -

投資活動収支 -6,843,019

【財務活動収支】

    貸付金支出 150,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,697,443

    国県等補助金収入 921,124

    基金取崩収入 2,655,424

【投資活動収支】

  投資活動支出 10,540,462

    公共施設等整備費支出 8,445,067

    基金積立金支出 1,945,395

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 524,536

    災害復旧事業費支出 443,241

    その他の支出 81,295

  臨時収入 285,285

業務活動収支 3,539,521

  業務収入 44,700,452

    税収等収入 34,099,593

    国県等補助金収入 9,426,932

    使用料及び手数料収入 663,230

    その他の収入 510,697

    移転費用支出 23,585,355

      補助金等支出 13,428,131

      社会保障給付支出 6,793,472

      他会計への繰出支出 3,336,129

      その他の支出 27,623

    業務費用支出 17,336,325

      人件費支出 8,293,611

      物件費等支出 8,638,005

      支払利息支出 267,700

      その他の支出 137,009

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 40,921,680


