
【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 287,555,383   固定負債 87,495,922

    有形固定資産 275,921,017     地方債等 62,180,016

      事業用資産 101,844,018     長期未払金 459,767

        土地 39,502,999     退職手当引当金 9,125,860

        立木竹 1,543,697     損失補償等引当金 -

        建物 136,019,504     その他 15,730,278

        建物減価償却累計額 -82,982,752   流動負債 10,430,450

        工作物 21,378,592     １年内償還予定地方債等 8,880,105

        工作物減価償却累計額 -14,269,899     未払金 579,138

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 760

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 730,777

        航空機 -     預り金 176,221

        航空機減価償却累計額 -     その他 63,449

        その他 193 負債合計 97,926,372

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 651,684   固定資産等形成分 300,095,756

      インフラ資産 165,259,615   余剰分（不足分） -88,486,371

        土地 5,522,967   他団体出資等分 17,671

        建物 3,472,536

        建物減価償却累計額 -1,292,642

        工作物 436,200,601

        工作物減価償却累計額 -279,828,891

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,185,043

      物品 24,028,797

      物品減価償却累計額 -15,211,413

    無形固定資産 3,478,944

      ソフトウェア 299,711

      その他 3,179,233

    投資その他の資産 8,155,422

      投資及び出資金 1,781,810

        有価証券 1,129,932

        出資金 651,478

        その他 400

      長期延滞債権 352,145

      長期貸付金 -

      基金 6,048,200

        減債基金 555,624

        その他 5,492,576

      その他 8,752

      徴収不能引当金 -35,485

  流動資産 21,998,043

    現金預金 8,487,219

    未収金 978,567

    短期貸付金 150,000

    基金 12,390,372

      財政調整基金 10,967,546

      減債基金 1,422,826

    棚卸資産 10,831

    その他 137

    徴収不能引当金 -19,083

  繰延資産 - 純資産合計 211,627,055

資産合計 309,553,427 負債及び純資産合計 309,553,427

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 26,062

    その他 16,784

純行政コスト 84,851,300

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 19,180

  臨時利益 42,847

  臨時損失 688,025

    災害復旧事業費 443,241

    資産除売却損 225,603

    使用料及び手数料 5,828,022

    その他 1,409,337

純経常行政コスト 84,206,122

      社会保障給付 6,809,707

      その他 137,618

  経常収益 7,237,359

        その他 654,451

    移転費用 53,713,329

      補助金等 46,766,004

      その他の業務費用 1,317,016

        支払利息 611,331

        徴収不能引当金繰入額 51,234

        維持補修費 2,009,390

        減価償却費 11,606,229

        その他 -

        その他 1,766,895

      物件費等 24,420,362

        物件費 10,804,743

        職員給与費 8,757,688

        賞与等引当金繰入額 725,803

        退職手当引当金繰入額 742,388

  経常費用 91,443,481

    業務費用 37,730,152

      人件費 11,992,774

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：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 215,493,428 302,843,961 -87,378,743 28,210

  純行政コスト（△） -84,851,300 -84,840,748 -10,552

  財源 80,859,681 80,859,668 13

    税収等 48,034,374 48,034,374 -

    国県等補助金 32,825,307 32,825,295 13

  本年度差額 -3,991,619 -3,981,080 -10,539

  固定資産等の変動（内部変動） -2,444,798 2,444,798

    有形固定資産等の増加 10,027,887 -10,027,887

    有形固定資産等の減少 -11,757,152 11,757,152

    貸付金・基金等の増加 2,868,818 -2,868,818

    貸付金・基金等の減少 -3,584,352 3,584,352

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -187,593 -187,593

  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 -93,086 -115,814 22,727 -

  その他 405,926 - 405,926

  本年度純資産変動額 -3,866,373 -2,748,205 -1,107,629 -10,539

本年度末純資産残高 211,627,055 300,095,756 -88,486,371 17,671

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 151,653

本年度歳計外現金増減額 21,993

本年度末歳計外現金残高 173,647

本年度末現金預金残高 8,487,219

財務活動収支 625,368

本年度資金収支額 -1,422,750

前年度末資金残高 9,737,941

比例連結割合変更に伴う差額 -1,619

本年度末資金残高 8,313,572

    地方債等償還支出 8,935,523

    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 45,505

    その他の収入 577,255

投資活動収支 -7,515,347

【財務活動収支】

  財務活動支出 9,078,132

    その他の支出 12

  投資活動収入 4,865,571

    国県等補助金収入 1,213,098

    基金取崩収入 2,939,715

    貸付金元金回収収入 90,000

  投資活動支出 12,380,919

    公共施設等整備費支出 10,027,887

    基金積立金支出 2,203,020

    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 100,475

  臨時収入 285,360

業務活動収支 5,467,229

【投資活動収支】

    税収等収入 47,930,870

    国県等補助金収入 30,996,588

    使用料及び手数料収入 5,732,826

    その他の収入 1,399,482

  臨時支出 543,716

    移転費用支出 53,713,329

      補助金等支出 46,766,004

      社会保障給付支出 6,809,707

      その他の支出 137,618

  業務収入 86,059,767

    業務費用支出 26,620,853

      人件費支出 12,407,215

      物件費等支出 12,956,853

      支払利息支出 611,331

      その他の支出 645,454

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 80,334,181


