
【様式第1号】

自治体名：天草市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 281,697,451   固定負債 83,770,984

    有形固定資産 270,021,566     地方債等 59,238,196

      事業用資産 100,315,861     長期未払金 318,271

        土地 39,472,481     退職手当引当金 8,637,664

        立木竹 1,543,697     損失補償等引当金 -

        建物 136,989,519     その他 15,576,853

        建物減価償却累計額 -84,986,788   流動負債 10,496,237

        工作物 21,694,544     １年内償還予定地方債等 8,873,720

        工作物減価償却累計額 -14,711,886     未払金 677,141

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 15,673

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 702,813

        航空機 -     預り金 164,108

        航空機減価償却累計額 -     その他 62,781

        その他 - 負債合計 94,267,220

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 314,294   固定資産等形成分 293,370,122

      インフラ資産 160,965,300   余剰分（不足分） -81,195,201

        土地 6,213,155   他団体出資等分 16,618

        建物 3,467,284

        建物減価償却累計額 -1,390,092

        工作物 437,922,232

        工作物減価償却累計額 -286,607,504

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,360,225

      物品 24,774,002

      物品減価償却累計額 -16,033,597

    無形固定資産 3,374,211

      ソフトウェア 231,968

      その他 3,142,243

    投資その他の資産 8,301,674

      投資及び出資金 1,794,506

        有価証券 1,142,760

        出資金 651,347

        その他 400

      長期延滞債権 327,906

      長期貸付金 4,450

      基金 6,177,823

        減債基金 370,909

        その他 5,806,914

      その他 29,246

      徴収不能引当金 -32,259

  流動資産 24,761,308

    現金預金 11,510,816

    未収金 1,585,869

    短期貸付金 -

    基金 11,672,671

      財政調整基金 10,248,885

      減債基金 1,423,787

    棚卸資産 10,882

    その他 109

    徴収不能引当金 -19,039

  繰延資産 - 純資産合計 212,191,539

資産合計 306,458,759 負債及び純資産合計 306,458,759

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 26,854

    その他 177

純行政コスト 93,560,135

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 742

  臨時利益 27,031

  臨時損失 876,440

    災害復旧事業費 560,384

    資産除売却損 315,315

    使用料及び手数料 5,441,532

    その他 1,572,680

純経常行政コスト 92,710,726

      社会保障給付 6,734,164

      その他 166,180

  経常収益 7,014,213

        その他 598,147

    移転費用 61,612,009

      補助金等 54,711,665

      その他の業務費用 1,162,470

        支払利息 516,336

        徴収不能引当金繰入額 47,988

        維持補修費 1,435,606

        減価償却費 11,731,100

        その他 -

        その他 1,466,749

      物件費等 24,847,999

        物件費 11,681,292

        職員給与費 9,177,084

        賞与等引当金繰入額 697,595

        退職手当引当金繰入額 761,033

  経常費用 99,724,939

    業務費用 38,112,930

      人件費 12,102,461

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：連結会計 （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 211,627,055 300,095,756 -88,486,371 17,671

  純行政コスト（△） -93,560,135 -93,559,082 -1,053

  財源 94,020,769 94,020,769 -

    税収等 48,547,089 48,547,089 -

    国県等補助金 45,473,680 45,473,680 -

  本年度差額 460,634 461,687 -1,053

  固定資産等の変動（内部変動） -6,713,846 6,713,846

    有形固定資産等の増加 6,057,411 -6,057,411

    有形固定資産等の減少 -11,974,774 11,974,774

    貸付金・基金等の増加 2,558,166 -2,558,166

    貸付金・基金等の減少 -3,354,649 3,354,649

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 12,244 12,244

  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 -107,454 -23,962 -83,493 -

  その他 199,060 -70 199,130

  本年度純資産変動額 564,483 -6,725,634 7,291,170 -1,053

本年度末純資産残高 212,191,539 293,370,122 -81,195,201 16,618

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 173,647

本年度歳計外現金増減額 -14,372

本年度末歳計外現金残高 159,275

本年度末現金預金残高 11,510,816

財務活動収支 -3,315,888

本年度資金収支額 3,042,168

前年度末資金残高 8,313,572

比例連結割合変更に伴う差額 -4,199

本年度末資金残高 11,351,541

    地方債等償還支出 8,880,105

    その他の支出 142,619

  財務活動収入 5,706,836

    地方債等発行収入 5,931,900

    その他の収入 -225,064

    資産売却収入 34,414

    その他の収入 593,747

投資活動収支 -3,186,441

【財務活動収支】

  財務活動支出 9,022,724

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,044,166

    国県等補助金収入 1,448,670

    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 8,230,608

    公共施設等整備費支出 6,057,411

    基金積立金支出 2,155,769

    投資及び出資金支出 12,828

    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 9,544,497

【投資活動収支】

    税収等収入 48,504,398

    国県等補助金収入 43,630,287

    使用料及び手数料収入 4,836,807

    その他の収入 1,536,079

  臨時支出 640,360

    移転費用支出 61,590,436

      補助金等支出 54,711,665

      社会保障給付支出 6,734,164

      その他の支出 144,608

  業務収入 98,507,571

    業務費用支出 26,868,369

      人件費支出 12,724,711

      物件費等支出 13,038,105

      支払利息支出 516,336

      その他の支出 589,217

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 88,458,805


