
【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 105,113,672   固定負債 15,291,497

    有形固定資産 101,540,740     地方債等 11,841,324

      事業用資産 48,395,674     長期未払金 2,390

        土地 37,524,560     退職手当引当金 2,458,618

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 989,165

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,828,326

        建物 27,955,846     １年内償還予定地方債等 1,401,735

        建物減価償却累計額 -17,838,460     未払金 296,164

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 336,554     前受金 2,880

        工作物減価償却累計額 -58,438     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 286,143

        船舶 -     預り金 127,920

        船舶減価償却累計額 -     その他 713,484

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 18,119,822

        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 109,973,535

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -15,710,563

        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 475,612

      インフラ資産 51,395,692

        土地 6,701,754

        土地減損損失累計額 -

        建物 552,528

        建物減価償却累計額 -222,039

        建物減損損失累計額 -

        工作物 96,951,527

        工作物減価償却累計額 -52,588,079

        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 -

      物品 5,873,712

      物品減価償却累計額 -4,124,336

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 37,579

      ソフトウェア 14,087

      その他 23,492

    投資その他の資産 3,535,353

      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 279,960

      長期貸付金 5,911

      基金 3,198,009

        減債基金 -

        その他 3,198,009

      その他 30,095

      徴収不能引当金 -20,715

  流動資産 7,269,122

    現金預金 1,827,493

    未収金 543,663

    短期貸付金 278

    基金 4,859,585

      財政調整基金 3,734,725

      減債基金 1,124,860

    棚卸資産 52,992

    その他 3,910

    徴収不能引当金 -18,798

  繰延資産 - 純資産合計 94,262,972

資産合計 112,382,794 負債及び純資産合計 112,382,794

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：有田市

会計：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 29,547,883

    業務費用 15,336,928

      人件費 6,437,790

        職員給与費 3,230,670

        賞与等引当金繰入額 280,525

        退職手当引当金繰入額 2,266,869

        その他 659,725

      物件費等 8,508,815

        物件費 5,498,683

        維持補修費 173,110

        減価償却費 2,761,400

        その他 75,621

      その他の業務費用 390,323

        支払利息 129,022

        徴収不能引当金繰入額 28,061

        その他 233,240

    移転費用 14,210,955

      補助金等 7,760,746

      社会保障給付 6,446,662

      その他 3,547

  経常収益 5,501,036

    使用料及び手数料 2,771,889

    その他 2,729,147

純経常行政コスト 24,046,847

  臨時損失 143,375

    災害復旧事業費 139,564

    資産除売却損 10

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,801

  臨時利益 25,385

    資産売却益 15,904

    その他 9,481

純行政コスト 24,164,837



【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 93,883,124 108,602,161 -14,719,038 -

  純行政コスト（△） -24,164,837 -24,164,837 -

  財源 24,539,006 24,539,006 -

    税収等 15,976,518 15,976,518 -

    国県等補助金 8,562,488 8,562,488 -

  本年度差額 374,168 374,168 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,361,608 -1,361,608

    有形固定資産等の増加 3,058,290 -3,058,290

    有形固定資産等の減少 -2,765,644 2,765,644

    貸付金・基金等の増加 3,656,122 -3,656,122

    貸付金・基金等の減少 -2,587,160 2,587,160

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 6,098 9,776 -3,677 -

  その他 -418 -9 -409

  本年度純資産変動額 379,848 1,371,374 -991,526 -

本年度末純資産残高 94,262,972 109,973,535 -15,710,563 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 24,789,655

    業務費用支出 10,578,702

      人件費支出 4,382,537

      物件費等支出 5,772,139

      支払利息支出 129,022

      その他の支出 295,004

    移転費用支出 14,210,953

      補助金等支出 7,760,746

      社会保障給付支出 6,446,660

      その他の支出 3,547

  業務収入 27,563,305

    税収等収入 15,924,045

    国県等補助金収入 8,196,021

    使用料及び手数料収入 2,822,802

    その他の収入 620,437

  臨時支出 139,574

    災害復旧事業費支出 139,564

    その他の支出 10

  臨時収入 112,544

業務活動収支 2,746,620

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,256,300

    公共施設等整備費支出 2,780,372

    基金積立金支出 2,473,228

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,700

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,794,153

    国県等補助金収入 359,162

    基金取崩収入 1,404,512

    貸付金元金回収収入 5,646

    資産売却収入 12,936

    その他の収入 11,896

投資活動収支 -3,462,148

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,480,223

    地方債等償還支出 1,420,737

    その他の支出 1,059,486

  財務活動収入 2,771,016

    地方債等発行収入 1,771,016

    その他の収入 1,000,000

前年度末歳計外現金残高 187,863

本年度歳計外現金増減額 -72,776

本年度末歳計外現金残高 115,087

本年度末現金預金残高 1,827,493

財務活動収支 290,793

本年度資金収支額 -424,735

前年度末資金残高 2,136,193

比例連結割合変更に伴う差額 947

本年度末資金残高 1,712,406


