
【様式第1号】

自治体名：天草市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 276,370,633   固定負債 82,820,810

    有形固定資産 264,855,559     地方債等 59,095,400

      事業用資産 96,202,569     長期未払金 318,271

        土地 39,042,343     退職手当引当金 8,113,371

        立木竹 1,543,697     損失補償等引当金 -

        建物 129,039,289     その他 15,293,769

        建物減価償却累計額 -80,115,131   流動負債 10,385,544

        工作物 20,665,085     １年内償還予定地方債等 8,864,173

        工作物減価償却累計額 -14,170,477     未払金 653,576

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 12,703

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 632,649

        航空機 -     預り金 160,248

        航空機減価償却累計額 -     その他 62,194

        その他 - 負債合計 93,206,354

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 197,764   固定資産等形成分 287,587,192

      インフラ資産 160,368,676   余剰分（不足分） -81,291,795

        土地 6,203,424   他団体出資等分 -

        建物 3,332,691

        建物減価償却累計額 -1,328,450

        工作物 437,096,749

        工作物減価償却累計額 -286,293,480

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,357,742

      物品 22,977,633

      物品減価償却累計額 -14,693,320

    無形固定資産 3,363,773

      ソフトウェア 226,988

      その他 3,136,784

    投資その他の資産 8,151,301

      投資及び出資金 2,278,000

        有価証券 1,100,000

        出資金 1,178,000

        その他 -

      投資損失引当金 -56,963

      長期延滞債権 324,185

      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 29,246

      徴収不能引当金 -32,259

  流動資産 23,131,118

    現金預金 10,373,365

    未収金 1,555,823

    短期貸付金 -

    基金 11,216,559

      財政調整基金 9,792,772

      減債基金 1,423,787

    棚卸資産 4,409

    その他 -

    徴収不能引当金 -19,039

  繰延資産 - 純資産合計 206,295,396

資産合計 299,501,750 負債及び純資産合計 299,501,750

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：天草市

会計：全体会計 （単位：千円）

    投資損失引当金繰入額 4,512

    資産売却益 26,340

    その他 12

純行政コスト 80,255,926

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 742

  臨時利益 26,352

  臨時損失 876,900

    災害復旧事業費 560,384

    資産除売却損 311,262

    使用料及び手数料 5,348,892

    その他 1,215,163

純経常行政コスト 79,405,379

      社会保障給付 6,734,164

      その他 48,790

  経常収益 6,564,055

        その他 352,252

    移転費用 50,725,923

      補助金等 43,942,969

      その他の業務費用 914,480

        支払利息 514,239

        徴収不能引当金繰入額 47,988

        維持補修費 1,410,213

        減価償却費 11,284,706

        その他 -

        その他 1,418,451

      物件費等 23,505,673

        物件費 10,810,753

        職員給与費 8,016,566

        賞与等引当金繰入額 627,431

        退職手当引当金繰入額 760,911

  経常費用 85,969,434

    業務費用 35,243,511

      人件費 10,823,359

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：千円）

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 205,967,059 294,383,736 -88,416,677 -

  純行政コスト（△） -80,255,926 -80,255,926 -

  財源 80,402,817 80,402,817 -

    税収等 42,155,277 42,155,277 -

    国県等補助金 38,247,540 38,247,540 -

  本年度差額 146,891 146,891 -

  固定資産等の変動（内部変動） -6,791,546 6,791,546

    有形固定資産等の増加 5,626,274 -5,626,274

    有形固定資産等の減少 -11,524,327 11,524,327

    貸付金・基金等の増加 2,465,667 -2,465,667

    貸付金・基金等の減少 -3,359,160 3,359,160

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,928 -4,928

  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 186,374 -70 186,444

  本年度純資産変動額 328,337 -6,796,545 7,124,882 -

本年度末純資産残高 206,295,396 287,587,192 -81,291,795 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 10,373,365

財務活動収支 -3,354,502

本年度資金収支額 2,764,887

前年度末資金残高 7,451,478

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 10,216,364

    地方債等償還支出 8,870,719

    その他の支出 142,619

  財務活動収入 5,658,836

    地方債等発行収入 5,883,900

    その他の収入 -225,064

    資産売却収入 33,899

    その他の収入 593,747

投資活動収支 -2,722,915

【財務活動収支】

  財務活動支出 9,013,338

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,984,547

    国県等補助金収入 1,389,565

    基金取崩収入 2,817,185

    貸付金元金回収収入 150,150

  投資活動支出 7,707,462

    公共施設等整備費支出 5,626,274

    基金積立金支出 2,076,587

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,600

    災害復旧事業費支出 560,384

    その他の支出 79,976

  臨時収入 136,090

業務活動収支 8,842,303

【投資活動収支】

    税収等収入 42,112,587

    国県等補助金収入 36,463,252

    使用料及び手数料収入 4,744,203

    その他の収入 1,195,371

  臨時支出 640,360

    移転費用支出 50,725,923

      補助金等支出 43,942,969

      社会保障給付支出 6,734,164

      その他の支出 48,790

  業務収入 84,515,412

    業務費用支出 24,442,918

      人件費支出 11,443,717

      物件費等支出 12,141,639

      支払利息支出 514,239

      その他の支出 343,322

連結資金収支計算書
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 75,168,840


