
【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 282,260,824   固定負債 86,678,480

    有形固定資産 270,655,897     地方債等 62,075,673

      事業用資産 97,525,853     長期未払金 459,767

        土地 39,066,245     退職手当引当金 8,708,532

        立木竹 1,543,697     損失補償等引当金 -

        建物 128,048,263     その他 15,434,508

        建物減価償却累計額 -78,285,192   流動負債 10,308,685

        工作物 20,341,387     １年内償還予定地方債等 8,870,719

        工作物減価償却累計額 -13,749,433     未払金 552,818

        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 657,846

        航空機 -     預り金 164,629

        航空機減価償却累計額 -     その他 62,672

        その他 - 負債合計 96,987,164

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 560,884   固定資産等形成分 294,383,736

      インフラ資産 164,644,304   余剰分（不足分） -88,416,677

        土地 5,513,236   他団体出資等分 -

        建物 3,338,108

        建物減価償却累計額 -1,233,421

        工作物 435,375,119

        工作物減価償却累計額 -279,532,351

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,183,613

      物品 22,364,359

      物品減価償却累計額 -13,878,618

    無形固定資産 3,466,415

      ソフトウェア 294,356

      その他 3,172,059

    投資その他の資産 8,138,511

      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 -52,451

      長期延滞債権 348,879

      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 8,752

      徴収不能引当金 -35,485

  流動資産 20,693,400

    現金預金 7,615,065

    未収金 969,959

    短期貸付金 150,000

    基金 11,972,913

      財政調整基金 10,550,086

      減債基金 1,422,826

    棚卸資産 4,547

    その他 -

    徴収不能引当金 -19,083

  繰延資産 - 純資産合計 205,967,059

資産合計 302,954,224 負債及び純資産合計 302,954,224

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：天草市

会計：全体会計 （単位：千円）

    投資損失引当金繰入額 22,285

    資産売却益 24,826

    その他 75

純行政コスト 70,708,173

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 18,780

  臨時利益 24,901

  臨時損失 708,207

    災害復旧事業費 443,241

    資産除売却損 223,901

    使用料及び手数料 5,745,731

    その他 923,183

純経常行政コスト 70,024,867

      社会保障給付 6,809,707

      その他 44,718

  経常収益 6,668,914

        その他 352,630

    移転費用 42,272,221

      補助金等 35,417,796

      その他の業務費用 1,012,955

        支払利息 609,091

        徴収不能引当金繰入額 51,234

        維持補修費 1,813,344

        減価償却費 11,136,605

        その他 -

        その他 1,717,492

      物件費等 22,736,719

        物件費 9,786,770

        職員給与費 7,559,169

        賞与等引当金繰入額 652,872

        退職手当引当金繰入額 742,352

  経常費用 76,693,781

    業務費用 34,421,559

      人件費 10,671,885

連結行政コスト計算書
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：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 209,446,697 296,961,746 -87,515,049 -

  純行政コスト（△） -70,708,173 -70,708,173 -

  財源 67,026,715 67,026,715 -

    税収等 41,432,994 41,432,994 -

    国県等補助金 25,593,721 25,593,721 -

  本年度差額 -3,681,458 -3,681,458 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,387,808 2,387,808

    有形固定資産等の増加 9,654,796 -9,654,796

    有形固定資産等の減少 -11,285,825 11,285,825

    貸付金・基金等の増加 2,782,739 -2,782,739

    貸付金・基金等の減少 -3,539,518 3,539,518

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -190,202 -190,202

  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 392,023 - 392,023

  本年度純資産変動額 -3,479,637 -2,578,010 -901,627 -

本年度末純資産残高 205,967,059 294,383,736 -88,416,677 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 7,615,065

財務活動収支 665,406

本年度資金収支額 -1,113,510

前年度末資金残高 8,564,988

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 7,451,478

    地方債等償還支出 8,895,485

    その他の支出 142,609

  財務活動収入 9,703,500

    地方債等発行収入 9,703,500

    その他の収入 -

    資産売却収入 31,440

    その他の収入 577,255

投資活動収支 -7,129,414

【財務活動収支】

  財務活動支出 9,038,094

    その他の支出 12

  投資活動収入 4,792,371

    国県等補助金収入 1,208,251

    基金取崩収入 2,885,424

    貸付金元金回収収入 90,000

  投資活動支出 11,921,784

    公共施設等整備費支出 9,654,796

    基金積立金支出 2,116,976

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 150,000

    災害復旧事業費支出 443,241

    その他の支出 100,075

  臨時収入 285,360

業務活動収支 5,350,497

【投資活動収支】

    税収等収入 41,329,491

    国県等補助金収入 23,766,011

    使用料及び手数料収入 5,650,384

    その他の収入 914,685

  臨時支出 543,316

    移転費用支出 42,272,221

      補助金等支出 35,417,796

      社会保障給付支出 6,809,707

      その他の支出 44,718

  業務収入 71,660,571

    業務費用支出 23,779,896

      人件費支出 11,088,951

      物件費等支出 11,738,070

      支払利息支出 609,091

      その他の支出 343,784

連結資金収支計算書
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 66,052,117


