
【様式第1号】

自治体名：有田市

会計：一般会計等 （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 97,094,087   固定負債 11,669,986

    有形固定資産 93,192,574     地方債 9,079,619

      事業用資産 45,339,448     長期未払金 -

        土地 36,241,732     退職手当引当金 2,202,776

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 22,485,165     その他 387,591

        建物減価償却累計額 -13,880,921   流動負債 1,467,847

        工作物 303,025     １年内償還予定地方債 1,056,133

        工作物減価償却累計額 -27,733     未払金 -

        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 169,800

        航空機 -     預り金 108,854

        航空機減価償却累計額 -     その他 133,059

        その他 - 負債合計 13,137,832

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 218,181   固定資産等形成分 100,796,647

      インフラ資産 46,968,602   余剰分（不足分） -12,322,198

        土地 6,492,296

        建物 192,333

        建物減価償却累計額 -92,868

        工作物 89,656,910

        工作物減価償却累計額 -49,280,069

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 2,337,854

      物品減価償却累計額 -1,453,329

    無形固定資産 13,449

      ソフトウェア 13,449

      その他 -

    投資その他の資産 3,888,063

      投資及び出資金 657,921

        有価証券 -

        出資金 41,693

        その他 616,228

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 127,543

      長期貸付金 300,361

      基金 2,811,783

        減債基金 -

        その他 2,811,783

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,544

  流動資産 4,518,194

    現金預金 774,190

    未収金 31,950

    短期貸付金 278

    基金 3,702,282

      財政調整基金 2,577,422

      減債基金 1,124,860

    棚卸資産 11,648

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,154 純資産合計 88,474,449

資産合計 101,612,281 負債及び純資産合計 101,612,281

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：有田市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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

  経常費用 16,059,282

    業務費用 11,142,287

      人件費 4,419,286

        職員給与費 1,894,776

        賞与等引当金繰入額 169,800

        退職手当引当金繰入額 2,202,776

        その他 151,934

      物件費等 6,568,675

        物件費 4,017,798

        維持補修費 144,024

        減価償却費 2,406,854

        その他 -

      その他の業務費用 154,326

        支払利息 56,577

        徴収不能引当金繰入額 11,699

        その他 86,050

    移転費用 4,916,995

      補助金等 1,666,781

      社会保障給付 1,861,281

      他会計への繰出金 1,385,927

      その他 3,006

  経常収益 2,651,091

    使用料及び手数料 122,508

    その他 2,528,583

純経常行政コスト 13,408,191

  臨時損失 143,365

    災害復旧事業費 139,564

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 13,535,652

    その他 3,801

  臨時利益 15,904

    資産売却益 15,904



【様式第3号】

自治体名：有田市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 88,236,553 99,880,219 -11,643,666

  純行政コスト（△） -13,535,652 -13,535,652

  財源 13,774,938 13,774,938

    税収等 11,338,559 11,338,559

    国県等補助金 2,436,379 2,436,379

  本年度差額 239,287 239,287

  固定資産等の変動（内部変動） 916,428 -916,428

    有形固定資産等の増加 2,283,599 -2,283,599

    有形固定資産等の減少 -2,406,854 2,406,854

    貸付金・基金等の増加 2,502,957 -2,502,957

    貸付金・基金等の減少 -1,463,274 1,463,274

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -1,390 - -1,390

  本年度純資産変動額 237,896 916,428 -678,532

本年度末純資産残高 88,474,449 100,796,647 -12,322,198

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：有田市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 11,575,744

    業務費用支出 6,658,748

      人件費支出 2,361,246

      物件費等支出 4,160,591

      支払利息支出 56,577

      その他の支出 80,335

    移転費用支出 4,916,995

      補助金等支出 1,666,781

      社会保障給付支出 1,861,281

      他会計への繰出支出 1,385,927

      その他の支出 3,006

  業務収入 13,999,206

    税収等収入 11,335,169

    国県等補助金収入 2,115,179

    使用料及び手数料収入 122,676

    その他の収入 426,182

  臨時支出 139,564

    災害復旧事業費支出 139,564

    その他の支出 -

  臨時収入 103,062

業務活動収支 2,386,960

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,388,689

    公共施設等整備費支出 1,970,594

    基金積立金支出 2,275,280

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,500

    その他の支出 141,315

  投資活動収入 1,592,562

    国県等補助金収入 219,496

    基金取崩収入 1,354,877

    貸付金元金回収収入 4,446

    資産売却収入 12,936

    その他の収入 807

投資活動収支 -2,796,127

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,226,264

    地方債償還支出 1,097,354

    その他の支出 128,910

  財務活動収入 1,328,722

    地方債発行収入 1,328,722

前年度末歳計外現金残高 182,039

本年度歳計外現金増減額 -73,185

本年度末歳計外現金残高 108,854

本年度末現金預金残高 774,190

    その他の収入 -

財務活動収支 102,458

本年度資金収支額 -306,709

前年度末資金残高 972,045

本年度末資金残高 665,336



自治体名：有田市
年度：令和元年度
会計：一般会計等

（単位：千円）

区分
前年度末残高

(A)
本年度増加額

(B)
本年度減少額

(C)

本年度末残高
(A)+(B)-(C)


(D)

本年度末
減価償却累計額

(E)

本年度減価償却額
(F)

差引本年度末残高
(D)-(E)


(G)

事業用資産 57,483,656                  1,764,447                   -                               59,248,102                  13,908,654                  405,944                      45,339,448                  
　土地 36,205,935                  35,797                       -                               36,241,732                  -                               -                               36,241,732                  
　立木竹 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
　建物 20,982,863                  1,502,302                   -                               22,485,165                  13,880,921                  390,450                      8,604,244                   
　工作物 294,858                      8,167                         -                               303,025                      27,733                       15,494                       275,292                      
　船舶 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
　浮標等 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
　航空機 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
　その他 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
　建設仮勘定 -                               218,181                      -                               218,181                      -                               -                               218,181                      
インフラ資産 96,209,485                  148,354                      16,300                       96,341,539                  49,372,937                  1,772,587                   46,968,602                  
　土地 6,471,007                   21,289                       -                               6,492,296                   -                               -                               6,492,296                   
　建物 192,333                      -                               -                               192,333                      92,868                       2,859                         99,465                       
　工作物 89,529,845                  127,065                      -                               89,656,910                  49,280,069                  1,769,727                   40,376,841                  
　その他 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
　建設仮勘定 16,300                       -                               16,300                       -                               -                               -                               -                               
物品 1,954,097                   383,757                      -                               2,337,854                   1,453,329                   225,796                      884,525                      
合計 155,647,237                2,296,558                   16,300                       157,927,495                64,734,921                  2,404,327                   93,192,574                  

有形固定資産の明細



自治体名：有田市
年度：令和元年度
会計：一般会計等

（単位：千円）

区分
生活インフラ・
国土保全

教育 福祉 環境衛生 産業振興 消防 総務 合計

事業用資産 30,354,050                 10,711,095                 1,162,354                   1,279,526                   369,936                     744,841                     717,646                     45,339,448                 
　土地 29,620,878                 4,183,062                   545,865                     1,279,526                   318,734                     193,055                     100,612                     36,241,732                 
　立木竹 -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
　建物 564,386                     6,243,550                   604,081                     0                              51,202                       551,786                     589,239                     8,604,244                   
　工作物 616                           257,683                     12,408                       -                              -                              -                              4,585                         275,292                     
　船舶 -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
　浮標等 -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
　航空機 -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
　その他 -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
　建設仮勘定 168,171                     26,800                       -                              -                              -                              -                              23,210                       218,181                     
インフラ資産 39,482,698                 5,378                         -                              -                              7,468,054                   -                              12,471                       46,968,602                 
　土地 6,459,640                   -                              -                              -                              32,656                       -                              -                              6,492,296                   
　建物 0                              -                              -                              -                              99,465                       -                              -                              99,465                       
　工作物 33,023,058                 5,378                         -                              -                              7,335,934                   -                              12,471                       40,376,841                 
　その他 -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
　建設仮勘定 -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
物品 226                           457,911                     6,048                         2,788                         6,664                         203,827                     207,060                     884,525                     
合計 69,836,975                 11,174,384                 1,168,402                   1,282,314                   7,844,655                   948,668                     937,177                     93,192,574                 

有形固定資産に係る行政目的別の明細



投資及び出資金の明細
自治体名：有田市

年度：令和元年度

会計：一般会計等
市場価格のあるもの (単位：千円)

銘柄名
株数・口数など

(A)
時価単価

(B)

貸借対照表計上額
(A) X (B)


(C)

取得単価
(D)

取得原価
(A) X (D)


(E)

評価差額
(C) - (E)


(F)

(参考)財産に関する
調書記載額

合計

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの (単位：千円)

相手先名
出資金額

(貸借対照表計上額)
(A)

資産
(B)

負債
(C)

純資産額
(B) - (C)


(D)

資本金
(E)

出資割合(%)
(A) / (E)


(F)

実質価額
(D) X (F)


(G)

投資損失引当金
計上額

(H)

(参考)財産に関する
調書記載額

有田市病院事業会計 550,496                 2,936,280               2,300,544               635,736                 4,601,480               11.96% 76,056                   -                          -                          

有田市上水道事業会計 65,732                   5,205,196               2,147,168               3,058,028               2,539,725               2.59% 79,146                   -                          -                          

合計 616,228                 8,141,475               4,447,712               3,693,764               7,141,205               155,202                 -                          -                          

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの (単位：千円)

相手先名
出資金額

(A)
資産
(B)

負債
(C)

純資産額
(B) - (C)


(D)

資本金
(E)

出資割合(%)
(A) / (E)


(F)

実質価額
(D) X (F)


(G)

強制評価減
(H)

貸借対照表計上額
(A) - (H)


(I)

(参考)財産に関する
調書記載額

農業信用基金出資金 1,210                     138,186,088            129,701,397            8,484,691               8,484,691               0.01% 1,210                     -                          1,210                     1,210                     

漁業信用基金出資金 12,800                   287,209                 223,342                 63,867                   63,867                   20.04% 12,800                   -                          12,800                   12,800                   

テレビ和歌山出資金 8,818                     2,786,964               776,305                 2,010,659               2,010,659               0.44% 8,818                     -                          8,818                     8,818                     

一般財団法人和歌山環境保全公社出捐金 1,750                     4,456,853               92,488                   4,364,366               4,364,366               0.04% 1,750                     -                          1,750                     1,750                     

大阪湾広域臨海環境整備センター出捐金 200                       43,807,637             28,433,793             15,373,844             136,900                 0.15% 22,460                   -                          200                       200                       

一般財団法人和歌山社会経済研究所出捐金 2,250                     790,331                 4,269                     786,061                 786,061                 0.29% 2,250                     -                          2,250                     2,250                     

公益財団法人和歌山地域地場産業振興センター出捐金 100                       40,497                   25,149                   15,349                   15,349                   0.65% 100                       -                          100                       100                       

公益財団法人和歌山県栽培漁業協会出捐金 110                       1,413,728               60,236                   1,353,492               1,353,492               0.01% 110                       -                          110                       110                       

公益財団法人和歌山県民総合健診センター設立出捐金 520                       529,432                 218,487                 310,945                 310,945                 0.17% 520                       -                          520                       520                       

公益財団法人リバーフロント整備センター出捐金 1,000                     1,945,597               354,466                 1,591,131               1,591,131               0.06% 1,000                     -                          1,000                     1,000                     

公益財団法人わかやま移植医療推進協会出捐金 135                       58,539                   323                       58,215                   58,215                   0.23% 135                       -                          135                       135                       

公益社団法人畜産協会わかやま入会預り金 143                       126,193                 77,066                   49,128                   49,128                   0.29% 143                       -                          143                       143                       

公益財団法人和歌山県暴力団追放県民センター設立出捐金 4,497                     895,885                 15,405                   880,480                 880,480                 0.51% 4,497                     -                          4,497                     4,497                     

公益財団法人和歌山県緑化推進会出捐金 160                       115,034                 1,844                     113,190                 109,536                 0.15% 165                       -                          160                       160                       

有田観光物産センター株式会社設立出資金 6,000                     319,913                 28,546                   291,367                 50,000                   12.00% 34,964                   -                          6,000                     6,000                     

地方公共団体金融機構出資金 2,000                     24,346,700,000        24,022,803,000        323,897,000            323,896,000            0.00% 2,000                     -                          2,000                     2,000                     

合計 41,693                   24,542,459,903        24,182,816,116        359,643,787            344,160,821            92,922                   -                          41,693                   41,693                   



基金の明細
自治体名：有田市

年度：令和元年度

会計：一般会計等 (単位：千円)

種類 現金預金 有価証券 土地 その他
合計

(貸借対照表計上額)

一般会計財政調整基金積立金 2,577,422                             -                                        -                                        -                                        2,577,422                             

減債基金積立金 1,124,860                             -                                        -                                        -                                        1,124,860                             

教育振興基金積立金 10,000                                 -                                        -                                        -                                        10,000                                 

文化振興基金積立金 64,055                                 -                                        -                                        -                                        64,055                                 

勤労者福祉事業積立金 10,000                                 -                                        -                                        -                                        10,000                                 

高齢者福祉対策事業基金積立金 166,334                               -                                        -                                        -                                        166,334                               

水産振興基金積立金 12,705                                 -                                        -                                        -                                        12,705                                 

農林業振興基金積立金 555                                     -                                        -                                        -                                        555                                     

ふるさと応援基金積立金 2,007,016                             -                                        -                                        -                                        2,007,016                             

公共施設整備基金積立金 500,020                               -                                        -                                        -                                        500,020                               

市民体育館空調設備整備基金積立金 40,025                                 -                                        -                                        -                                        40,025                                 

森林環境譲与税活用基金積立金 1,072                                  -                                        -                                        -                                        1,072                                  

合計 6,514,065                             -                                        -                                        -                                        6,514,065                             



貸付金の明細
自治体名：有田市

年度：令和元年度

会計：一般会計等 (単位：千円)

貸借対照表計上額
徴収不能引当金

計上額
貸借対照表計上額

徴収不能引当金
計上額

大学進学奨励貸付金 -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

住宅新築資金貸付金 361                                    -                                       125                                    -                                       486                                    

住宅改修資金貸付金 -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

宅地取得資金貸付金 -                                       -                                       153                                    -                                       153                                    

病院事業会計貸付金 300,000                              -                                       -                                       -                                       300,000                              

合計 300,361                              -                                       278                                    -                                       300,639                              

相手先名または種別
長期貸付金 短期貸付金

(参考)
貸付金計



長期延滞債権の明細
自治体名：有田市

年度：令和元年度

会計：一般会計等 (単位：千円)

相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

【貸付金】

大学進学奨励貸付金 193                                     14                                       

住宅新築資金貸付金 25,969                                 1,948                                   

住宅改修資金貸付金 2,856                                   214                                     

宅地取得資金貸付金 13,662                                 1,025                                   

小計 42,680                                 3,201                                   

【未収金】

税等未収金

　　個人市税 18,395                                 858                                     

　　法人市税 816                                     38                                       

　　固定資産税 36,712                                 2,821                                   

　　軽自動車税 2,570                                   171                                     

　　民生費負担金 2,649                                   490                                     

小計 61,142                                 4,377                                   

その他未収金

　　使用料及び手数料 4,766                                   173                                     

　　貸付金元利収入 7,949                                   1,794                                   

　　雑入 11,006                                 -                                        

小計 23,721                                 1,966                                   

合計 127,543                               9,544                                   



未収金の明細
自治体名：有田市

年度：令和元年度

会計：一般会計等 (単位：千円)

相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

【貸付金】

大学進学奨励貸付金 -                                        -                                        

住宅新築資金貸付金 827                                     62                                      

住宅改修資金貸付金 -                                        -                                        

住宅取得資金貸付金 325                                     24                                      

小計 1,152                                  86                                      

【未収金】

税等未収金

　　個人市税 11,844                                 552                                     

　　法人市税 100                                     5                                        

　　固定資産税 15,112                                 1,161                                  

　　軽自動車税 1,610                                  107                                     

　　民生費負担金 983                                     182                                     

小計 29,648                                 2,007                                  

その他未収金

　　使用料及び手数料 720                                     26                                      

　　貸付金元利収入 81                                      35                                      

　　雑入 349                                     -                                        

小計 1,150                                  61                                      

合計 31,950                                 2,154                                  



地方債等（借入先別）の明細
自治体名：有田市
年度：令和元年度
会計：一般会計等 (単位：千円)

うち1年内償還予定 うち共同発行債 うち住民公募債

【通常分】

　一般公共事業 1,260,330               118,990                     1,245,930               11,900                   2,500                    -                          -                          -                          -                          -                          

　公営住宅建設 5,980                    1,130                         5,980                    -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

　災害復旧 115,884                 12,104                       115,884                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

　教育・福祉施設 800,981                 105,105                     706,354                 90,427                   4,200                    -                          -                          -                          -                          -                          

　一般単独事業 1,885,924               194,566                     -                          1,659,484               112,488                 113,952                 -                          -                          -                          -                          

　その他 84,484                   21,349                       26,937                   57,547                   -                          -                          -                          -                          -                          -                          

【特別分】

　臨時財政対策債 5,123,263               526,774                     3,727,417               1,374,006               10,740                   11,100                   -                          -                          -                          -                          

　減税補てん債 70,022                   18,218                       70,022                   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

　退職手当債 -                          -                              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

　その他 788,885                 57,898                       667,007                 78,853                   13,840                   23,020                   -                          -                          -                          6,166                    

　合計 10,135,752             1,056,133                   6,565,530               3,272,217               143,768                 148,072                 -                          -                          -                          6,166                    

市場公募債 その他種類 地方債等残高 政府資金
地方公共団体
金融機構

市中銀行
その他の
金融機関



地方債等（利率別）の明細
自治体名：有田市
年度：令和元年度
会計：一般会計等 (単位：千円)

地方債等残高 1.5%以下
1.5%超

2.0%以下
2.0%超

2.5%以下
2.5%超

3.0%以下
3.0%超

3.5%以下
3.5%超

4.0%以下
4.0%超

(参考)
加重平均

利率

10,135,752                             9,197,347          798,650             127,409             12,347              -                     -                     -                     



地方債等（返済期間別）の明細
自治体名：有田市
年度：令和元年度
会計：一般会計等 (単位：千円)

地方債等残高 1年以内
1年超

2年以内
2年超

3年以内
3年超

4年以内
4年超

5年以内
5年超

10年以内
10年超

15年以内
15年超

20年以内
20年超

10,135,752                             1,056,133          1,094,395          1,046,095          956,255             922,667             3,009,412          1,080,146          586,196             384,453             



特定の契約条項が付された地方債等の概要
自治体名：有田市
年度：令和元年度
会計：一般会計等 (単位：千円)

特定の契約条項が
付された地方債等残高

契約条項の概要

-                                              該当なし



引当金の明細
自治体名：有田市
年度：令和元年度
会計：一般会計等 (単位：千円)

目的使用 その他

退職手当引当金 2,301,299                               -                                          -                                          98,523                                   2,202,776                               

賞与等引当金 113,788                                 169,800                                 113,788                                 -                                          169,800                                 

合計 2,415,087                               169,800                                 113,788                                 98,523                                   2,372,576                               

区分 前年度末残高 本年度増加額
本年度減少額

本年度末残高



補助金等の明細
自治体名：有田市
年度：令和元年度
会計：一般会計等 (単位：千円)

区分 名称 相手先 金額 支出目的

補助金分 　13,442千円    

　自治会季節的清掃地域ごみ処理費補助金 　自治会 30                         　自治会　集会所整備にかかる補助

　農業生産基盤整備事業補助金 　市内農道管理組合 4,106                     　農道、用水路等の農業生産基盤強化の為の改修及び補修

　農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 　電棚組合 9,021                     　農作物鳥獣害防止対策、防護棚設置にかかる補助

　土地改良施設維持管理適正化事業補助金 　有田川土地改良区 5,541                     　土地改良施設の定期的整備補修に対する有田川土地改良区の費用負担

負担金分　15,304千円   

　消防水利施設地下式消火栓新設工事負担金 　有田市水道事務所 853                        　地下式消火栓新設に係る負担金

　和歌山県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 　和歌山県 3,307                     　県防災ヘリコプター運航連絡に係る負担金

　県消防救急ﾃﾞｼﾞﾀﾙ無線整備推進協議会負担金 　和歌山県 2,558                     　県消防救急ﾃﾞｼﾞﾀﾙ無線に係る負担金

　有田周辺広域圏事務組合（一般）（用地購入分） 　有田周辺広域圏事務組合 32,829                    　有田周辺広域圏事務組合にかかる負担金

　有田周辺広域圏事務組合（潮光園） 　有田周辺広域圏事務組合 8,587                     　有田周辺広域圏事務組合への潮光園新設移転にかかる負担金

計 66,832                    

補助金分　648,208千円    

　病院事業会計補助金 　有田市立病院 90,881                    　有田市立病院への補助金

　市社会福祉協議会運営費補助金 　市社会福祉協議会 37,500                    　運営費補助

　浄化槽設置事業補助金 　市民 41,340                    　浄化槽設置者への補助

　幼稚園就園奨励費補助金 　市民 12,631                    　保育料の負担軽減を図るための助成

　その他  465,856                   

負担金分 　 827,685千円   

　病院事業会計負担金 　有田市立病院 262,310                  　有田市立病院への負担金

　有田周辺広域圏事務組合（衛生） 　有田周辺広域圏事務組合 436,884                  　有田周辺広域圏事務組合への負担金

　有田周辺広域圏事務組合（新ごみ） 　有田周辺広域圏事務組合 199                        　有田周辺広域圏事務組合への負担金

　有田周辺広域圏事務組合（一般） 　有田周辺広域圏事務組合 13,128                    　有田周辺広域圏事務組合への負担金

　有田周辺広域圏事務組合（急患） 　有田周辺広域圏事務組合 2,259                     　有田周辺広域圏事務組合への負担金

　有田周辺広域圏事務組合（障害） 　有田周辺広域圏事務組合 1,271                     　有田周辺広域圏事務組合への負担金

　有田聖苑事務組合負担金 　有田聖苑事務組合 7,993                     　有田聖苑事務組合に対する市町村負担金

　和歌山地方税回収機構負担金 　和歌山地方税回収機構 2,373                     　運営費負担金

　和歌山後期高齢者医療広域連合会負担金 　和歌山県後期高齢者医療広域連合会 5,334                     　和歌山県後期高齢者医療広域連合会への負担金

　その他  63,105                     

その他  156,885                   

計 1,599,949                

合計 1,666,781                

他団体への公共施設等整備補助金等
(所有外資産分)

その他の補助金等



財源の明細
自治体名：有田市
年度：令和元年度
会計：一般会計等 (単位：千円)

会計 区分 金額

3,539,861                                        

120,402                                          

483,053                                          

3,428,379                                        

86,814                                            

3,680,050                                        

11,338,559                                      

国庫支出金 120,287                                          

都道府県支出金 99,209                                            

計 219,496                                          

国庫支出金 1,318,599                                        

都道府県支出金 898,284                                          

計 2,216,883                                        

2,436,379                                        

13,774,938                                      

財源の内容

一般会計

税収等

市税

地方譲与税

地方消費税交付金

地方交付税

分担金及び負担金

その他

小計

国県等補助金

資本的
補助金

経常的
補助金

小計

合計



自治体名：有田市
年度：令和元年度
会計：一般会計等 （単位：千円）

純行政コスト 13,535,652                             2,216,883                               356,322                                 6,171,318                               4,791,128                               

有形固定資産等の増加 2,283,599                               219,496                                 945,700                                 805,398                                 313,005                                 

貸付金・基金等の増加 2,502,957                               -                                          26,700                                   2,391,395                               58,163                                   

その他 -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          

合計 18,322,208                             2,436,379                               1,328,722                               9,368,111                               5,162,296                               

財源情報の明細

区分 金額

内訳

国県等補助金 地方債等 税収等 その他



資金の明細
自治体名：有田市
年度：令和元年度
会計：一般会計等 (単位：千円)

種類 本年度末残高

現金預金 665,336                                                                             

合計 665,336                                                                             



注記（一般会計等） 

 

1.重要な会計方針等 

（１） 有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得価額とし、取得価額が不明なものは原則

として再調達価額としています。 

また開始後については、原則として取得価額とし再評価は行わないこととしています。 

 

（２） 有価証券等の評価基準及び評価方法 

① 市場価格があるもの 

該当ありません。 

② 市場価格がないもの 

出資金額をもって貸借対照表価額としています。 

 

（３） 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。） 

定額法を採用しています。 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。） 

定額法を採用しています。 

③ リース資産 

（ア） 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。 

（イ） 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しています。 

 

（４） 引当金の計上基準及び算定方法 

① 投資損失引当金 

市場価格のない投資及び出資金について、実質価額が著しく低下した場合における実質価額

と取得価額との差額を計上しています。 

② 徴収不能引当金 

過去５年間の平均不納欠損率により計上しています。 

③ 退職手当引当金 

地方公共団体財政健全化法における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法に従ってい

ます。 

④ 損失補償等引当金 

該当ありません。 

⑤ 賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末・勤勉手当及び法定福利費のうち、全支給対象期間に対する本年

度の支給対象期間の割合を乗じた額を計上しています。 

 



 

（５） リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

通常の売買取引に係る方法により計上しています。但し、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引及び重要性の乏しい所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法により計上しています。 

② オペレーティング・リース取引 

賃貸借取引に係る方法により計上しています。 

 

（６） 資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（３ヶ月以内の短期投資等）を資金の範囲として

います。 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いも含んで

います。 

 

（７） その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資産

として計上しています。 

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 

② 資本的支出と修繕費の区分基準 

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が 60 万円未満であるとき、又は固定資産

の取得価額等のおおむね 10％未満相当額以下であるときに修繕費として処理しています。 

 

 

2.重要な会計方針の変更 

該当ありません。 

 

 

3.重要な後発事象 

（１） 主要な業務の改廃  

該当ありません。 

 

（２） 組織・機構の大幅な変更  

  該当ありません。 

 

（３） 地方財政制度の大幅な改正 

 該当ありません。 

 

 



（４） 重要な災害等の発生  

  該当ありません。 

 

 

4.偶発債務 

会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態が生じた場合

に債務となるものは、次のとおりです。 

 

（１） 保証債務及び損失補償債務負担の状況 

該当ありません。 

 

（２） 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

該当ありません。 

 

 

5.追加情報 

（１） 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

① 一般会計等の対象範囲 

一般会計 

② 一般会計等と普通会計の対象範囲に差異はありません。 

③ 地方自治法 235条の５に基づき、出納整理期間を設けられている会計においては、出納整理

期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

④ 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。 

⑤ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率の状況は、次のとおりで

す。 

実質赤字比率      -％ 

連結実質赤字比率    -％ 

実質公債比率    9.2％ 

将来負担比率     -％ 

⑥ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 

該当ありません。 

⑦ 繰越事業に係る将来の支出予定額 

継続費逓次繰越額 （一般会計）         0千円 

   繰越明許費繰越額 （一般会計）       1,353,802千円 

事故繰越し繰越額 （一般会計）         0千円 

 

（２） 貸借対照表に係る事項 

① 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に

含まれることが見込まれる金額                                  8,756,188千円 

② 将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素） 



一般会計等に係る地方債の現在高         10,135,752千円 

債務負担行為に基づく支出予定額         0千円 

一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための 

一般会計等からの繰入見込額  1,003,747千円 

組合等が起こした地方債の償還に係る負担見込額    60,460千円 

退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額     2,202,776千円 

設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額         0千円 

連結実質赤字額         0千円 

組合等の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額         0千円 

地方債の償還額等に充当可能な基金         7,463,499千円 

地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入         0千円 

地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入される 

ことが見込まれる額        8,756,188千円 

③ 地方自治法第 234条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額 

    520,650千円 

 

（３） 純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

①  固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。 

②  余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

 

（４） 資金収支計算書に係る事項 

① 基礎的財政収支    567,813千円 

② 既存の決算情報との関連性 

 収入（歳入） 支出（歳出） 

歳入歳出決算書 17,701,596千円 17,036,260千円 

繰越金に伴う差額 △676,545千円 -千円 

基金繰入に伴う差額 -千円 294,000千円 

その他 △1,500千円 -千円 

資金収支計算書 17,023,551千円 17,330,260千円 

収入（歳入）の差額は、地方自治法 233条第１項に基づく歳入歳出決算書では「繰越金」が

含まれるのに対し、資金収支計算書では含まれないことによるものです。 

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差異 

資金収支計算書 

業務活動収支 2,386,960千円 

投資活動収入の国県等補助金収入、その他 220,303千円 

未収債権、未払債務等の増加（減少） △19,913千円 

減価償却費 △2,406,854千円 



賞与等引当金繰入額（増減額） △56,012千円 

退職手当引当金繰入額（増減額） 98,523千円 

徴収不能引当金繰入額（増減額） 376千円 

資産除売却益（損） 15,904千円 

純資産変動計算書の本年度差額 239,287千円 

④ 一時借入金の限度額 

   1,000,000千円 

⑤ 重要な非資金取引 

    重要な非資金取引は以下のとおりです。 

    新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額 310,037千円 


