
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 222,238,766   固定負債 52,215,445

    有形固定資産 215,128,623     地方債 44,862,828

      事業用資産 92,000,817     長期未払金 318,271

        土地 38,421,206     退職手当引当金 7,034,253

        立木竹 1,543,697     損失補償等引当金 -

        建物 121,343,313     その他 94

        建物減価償却累計額 -75,934,811   流動負債 7,692,074

        工作物 20,434,281     １年内償還予定地方債 6,940,127

        工作物減価償却累計額 -13,982,806     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 452,327

        航空機 -     預り金 157,000

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,122

        その他 - 負債合計 59,907,519

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 175,937   固定資産等形成分 231,864,471

      インフラ資産 120,822,174   余剰分（不足分） -56,181,056

        土地 5,392,214

        建物 998,861

        建物減価償却累計額 -760,799

        工作物 384,184,582

        工作物減価償却累計額 -270,171,597

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,178,913

      物品 8,641,414

      物品減価償却累計額 -6,335,781

    無形固定資産 219,727

      ソフトウェア 219,727

      その他 -

    投資その他の資産 6,890,416

      投資及び出資金 1,178,000

        有価証券 -

        出資金 1,178,000

        その他 -

      投資損失引当金 -56,963

      長期延滞債権 176,253

      長期貸付金 4,450

      基金 5,604,642

        減債基金 370,909

        その他 5,233,733

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,965

  流動資産 13,352,168

    現金預金 3,673,856

    未収金 59,257

    短期貸付金 -

    基金 9,625,705

      財政調整基金 8,201,918

      減債基金 1,423,787

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,650 純資産合計 175,683,414

資産合計 235,590,934 負債及び純資産合計 235,590,934

貸借対照表
（令和3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 58,074,029

    その他 -

  臨時利益 26,340

    資産売却益 26,340

    資産除売却損 242,329

    投資損失引当金繰入額 4,512

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 57,293,145

  臨時損失 807,224

    災害復旧事業費 560,384

  経常収益 1,413,335

    使用料及び手数料 607,267

    その他 806,068

      社会保障給付 6,717,836

      他会計への繰出金 3,403,883

      その他 32,335

        その他 160,181

    移転費用 32,468,296

      補助金等 22,314,241

      その他の業務費用 394,232

        支払利息 211,436

        徴収不能引当金繰入額 22,615

        維持補修費 1,195,704

        減価償却費 8,702,453

        その他 -

        その他 989,619

      物件費等 18,269,297

        物件費 8,371,141

        職員給与費 5,545,375

        賞与等引当金繰入額 452,327

        退職手当引当金繰入額 587,331

  経常費用 58,706,479

    業務費用 26,238,183

      人件費 7,574,653

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 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）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -58,074,029 -58,074,029

  財源 56,808,776 56,808,776

    税収等 34,872,142 34,872,142

    国県等補助金 21,936,634 21,936,634

  本年度差額 -1,265,253 -1,265,253

  固定資産等の変動（内部変動） -5,437,687 5,437,687

    有形固定資産等の増加 4,287,047 -4,287,047

    有形固定資産等の減少 -8,873,108 8,873,108

    貸付金・基金等の増加 2,040,594 -2,040,594

    貸付金・基金等の減少 -2,892,220 2,892,220

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,928 -4,928

  その他 -70 -70 -

  本年度純資産変動額 -1,270,252 -5,442,685 4,172,434

本年度末純資産残高 175,683,414 231,864,471 -56,181,056

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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 163,587

本年度歳計外現金増減額 -6,587

本年度末歳計外現金残高 157,000

本年度末現金預金残高 3,673,856

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,704,270

本年度資金収支額 1,891,952

前年度末資金残高 1,624,904

本年度末資金残高 3,516,856

  財務活動支出 7,054,970

    地方債償還支出 6,912,351

    その他の支出 142,619

  財務活動収入 5,350,700

    地方債発行収入 5,350,700

    貸付金元金回収収入 150,150

    資産売却収入 33,899

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,359,702

【財務活動収支】

    貸付金支出 4,600

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,773,274

    国県等補助金収入 1,066,039

    基金取崩収入 2,523,185

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,132,976

    公共施設等整備費支出 4,287,047

    基金積立金支出 1,841,329

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 639,618

    災害復旧事業費支出 560,384

    その他の支出 79,234

  臨時収入 136,078

業務活動収支 5,955,924

  業務収入 57,020,032

    税収等収入 34,900,399

    国県等補助金収入 20,734,517

    使用料及び手数料収入 609,874

    その他の収入 775,241

    移転費用支出 32,468,296

      補助金等支出 22,314,241

      社会保障給付支出 6,717,836

      他会計への繰出支出 3,403,883

      その他の支出 32,335

    業務費用支出 18,092,271

      人件費支出 8,157,955

      物件費等支出 9,566,844

      支払利息支出 211,436

      その他の支出 156,036

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 50,560,568


