
【様式第1号】

自治体名：有田市

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 104,947,344   固定負債 14,878,596

    有形固定資産 101,231,099     地方債等 11,472,038

      事業用資産 46,862,166     長期未払金 4,768

        土地 37,487,202     退職手当引当金 2,553,487

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 848,303

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,815,462

        建物 26,448,306     １年内償還予定地方債等 1,420,734

        建物減価償却累計額 -17,381,359     未払金 366,901

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 327,806     前受金 2,904

        工作物減価償却累計額 -42,223     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 228,919

        船舶 -     預り金 200,868

        船舶減価償却累計額 -     その他 595,136

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 17,694,057

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 108,602,161

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -14,719,038

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 22,434

      インフラ資産 52,939,787

        土地 6,680,465

        土地減損損失累計額 -

        建物 552,528

        建物減価償却累計額 -212,303

        建物減損損失累計額 -

        工作物 96,594,390

        工作物減価償却累計額 -50,691,592

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 16,300

      物品 5,185,709

      物品減価償却累計額 -3,756,563

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 37,217

      ソフトウェア 12,773

      その他 24,444

    投資その他の資産 3,679,028

      投資及び出資金 42,093

        有価証券 -

        出資金 42,093

        その他 -

      長期延滞債権 317,799

      長期貸付金 6,189

      基金 3,322,441

        減債基金 1,118,853

        その他 2,203,587

      その他 13,267

      徴収不能引当金 -22,761

  流動資産 6,629,837

    現金預金 2,324,057

    未収金 599,373

    短期貸付金 1,152

    基金 3,653,665

      財政調整基金 3,653,665

      減債基金 -

    棚卸資産 66,136

    その他 5,030

    徴収不能引当金 -19,575

  繰延資産 - 純資産合計 93,883,124

資産合計 111,577,181 負債及び純資産合計 111,577,181

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：有田市

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 9,024

    その他 -

純行政コスト 22,157,258

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 15,371

  臨時利益 9,024

  臨時損失 141,138

    災害復旧事業費 124,519

    資産除売却損 1,247

    使用料及び手数料 2,967,313

    その他 616,100

純経常行政コスト 22,025,145

      社会保障給付 6,225,248

      その他 2,084

  経常収益 3,583,413

        その他 229,677

    移転費用 13,329,806

      補助金等 7,102,473

      その他の業務費用 394,934

        支払利息 151,717

        徴収不能引当金繰入額 13,540

        維持補修費 58,654

        減価償却費 2,662,451

        その他 71,176

        その他 936,827

      物件費等 6,884,164

        物件費 4,091,882

        職員給与費 3,434,060

        賞与等引当金繰入額 223,548

        退職手当引当金繰入額 405,219

  経常費用 25,608,558

    業務費用 12,278,752

      人件費 4,999,654

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：有田市

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 86,712,936 101,863,064 -15,150,128 -

  純行政コスト（△） -22,157,258 -22,157,258 -

  財源 21,732,178 21,732,178 -

    税収等 13,665,057 13,665,057 -

    国県等補助金 8,067,122 8,067,122 -

  本年度差額 -425,080 -425,080 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,172,831 1,172,831

    有形固定資産等の増加 1,029,753 -1,029,753

    有形固定資産等の減少 -2,664,979 2,664,979

    貸付金・基金等の増加 1,433,514 -1,433,514

    貸付金・基金等の減少 -971,119 971,119

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,765,613 7,765,613

  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 11,176 146,291 -135,115 -

  その他 -181,521 25 -181,546

  本年度純資産変動額 7,170,187 6,739,097 431,091 -

本年度末純資産残高 93,883,124 108,602,161 -14,719,038 -

連結純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：有田市

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 240,376

本年度歳計外現金増減額 -52,513

本年度末歳計外現金残高 187,863

本年度末現金預金残高 2,324,057

財務活動収支 -1,113,147

本年度資金収支額 318,886

前年度末資金残高 1,813,825

比例連結割合変更に伴う差額 3,482

本年度末資金残高 2,136,193

    地方債等償還支出 1,553,961

    その他の支出 1,116,517

  財務活動収入 1,557,330

    地方債等発行収入 607,330

    その他の収入 950,000

    資産売却収入 9,024

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,025,825

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,670,477

    その他の支出 -

  投資活動収入 883,316

    国県等補助金収入 113,481

    基金取崩収入 755,553

    貸付金元金回収収入 5,258

  投資活動支出 1,909,141

    公共施設等整備費支出 649,346

    基金積立金支出 1,255,895

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,900

    災害復旧事業費支出 124,519

    その他の支出 1

  臨時収入 50,306

業務活動収支 2,457,858

【投資活動収支】

    税収等収入 13,654,721

    国県等補助金収入 7,961,745

    使用料及び手数料収入 2,925,535

    その他の収入 640,246

  臨時支出 124,521

    移転費用支出 13,329,763

      補助金等支出 7,102,473

      社会保障給付支出 6,225,206

      その他の支出 2,084

  業務収入 25,182,248

    業務費用支出 9,320,411

      人件費支出 4,684,150

      物件費等支出 4,188,950

      支払利息支出 151,717

      その他の支出 295,594

連結資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 22,650,174


