
【様式第1号】

自治体名：有田市

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 103,091,307   固定負債 15,124,304

    有形固定資産 98,150,471     地方債等 11,877,822

      事業用資産 49,853,964     長期未払金 697

        土地 37,515,477     退職手当引当金 2,359,153

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 886,632

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,900,446

        建物 28,224,347     １年内償還予定地方債等 1,463,681

        建物減価償却累計額 -18,284,866     未払金 477,290

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 481,542     前受金 2,837

        工作物減価償却累計額 -74,401     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 297,850

        船舶 -     預り金 122,623

        船舶減価償却累計額 -     その他 536,166

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 18,024,750

        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 107,837,131

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -15,241,957

        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 1,991,865

      インフラ資産 46,767,418

        土地 6,727,352

        土地減損損失累計額 -

        建物 552,528

        建物減価償却累計額 -267,149

        建物減損損失累計額 -

        工作物 97,302,161

        工作物減価償却累計額 -57,709,413

        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 161,940

      物品 5,990,314

      物品減価償却累計額 -4,461,225

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 36,991

      ソフトウェア 14,452

      その他 22,540

    投資その他の資産 4,903,845

      投資及び出資金 41,993

        有価証券 -

        出資金 41,993

        その他 -

      長期延滞債権 241,450

      長期貸付金 1,650

      基金 4,604,286

        減債基金 -

        その他 4,604,286

      その他 33,272

      徴収不能引当金 -18,806

  流動資産 7,528,616

    現金預金 1,856,709

    未収金 886,822

    短期貸付金 361

    基金 4,745,462

      財政調整基金 3,418,859

      減債基金 1,326,603

    棚卸資産 55,994

    その他 2,666

    徴収不能引当金 -19,398

  繰延資産 - 純資産合計 92,595,173

資産合計 110,619,923 負債及び純資産合計 110,619,923

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：有田市

会計：連結会計 （単位：千円）

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

  経常費用 27,977,388

    業務費用 14,134,351

      人件費 4,464,507

        職員給与費 3,311,521

        賞与等引当金繰入額 292,105

        退職手当引当金繰入額 124,786

        その他 736,096

      物件費等 9,149,818

        物件費 6,174,209

        維持補修費 207,722

        減価償却費 2,767,887

        その他 -

      その他の業務費用 520,025

        支払利息 111,056

        徴収不能引当金繰入額 26,784

        その他 382,186

    移転費用 13,843,038

      補助金等 7,655,991

      社会保障給付 6,184,069

      その他 2,978

  経常収益 3,269,460

    使用料及び手数料 2,546,545

    その他 722,916

純経常行政コスト 24,707,928

  臨時損失 3,594,187

    災害復旧事業費 181,880

    資産除売却損 0

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,412,307

  臨時利益 63,324

    資産売却益 695

    その他 62,629

純行政コスト 28,238,791



【様式第3号】

自治体名：有田市

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 94,262,972 109,973,535 -15,710,563 -

  純行政コスト（△） -28,238,791 -28,238,791 -

  財源 29,801,331 29,801,331 -

    税収等 16,369,266 16,369,266 -

    国県等補助金 13,432,065 13,432,065 -

  本年度差額 1,562,540 1,562,540 -

  固定資産等の変動（内部変動） 192,077 -192,077

    有形固定資産等の増加 2,616,267 -2,616,267

    有形固定資産等の減少 -2,775,601 2,775,601

    貸付金・基金等の増加 3,037,488 -3,037,488

    貸付金・基金等の減少 -2,686,077 2,686,077

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,211,713 -3,211,713

  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 -19,005 -33,378 14,373 -

  その他 379 916,609 -916,230

  本年度純資産変動額 -1,667,799 -2,136,404 468,606 -

本年度末純資産残高 92,595,173 107,837,131 -15,241,957 -

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：有田市

会計：連結会計 （単位：千円）

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 25,163,239

    業務費用支出 11,319,959

      人件費支出 4,531,282

      物件費等支出 6,256,730

      支払利息支出 111,056

      その他の支出 420,890

    移転費用支出 13,843,280

      補助金等支出 7,655,991

      社会保障給付支出 6,184,311

      その他の支出 2,978

  業務収入 27,865,907

    税収等収入 16,204,814

    国県等補助金収入 8,734,662

    使用料及び手数料収入 2,223,362

    その他の収入 703,070

  臨時支出 3,594,187

    災害復旧事業費支出 181,880

    その他の支出 3,412,307

  臨時収入 4,031,393

業務活動収支 3,139,874

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,234,317

    公共施設等整備費支出 2,649,560

    基金積立金支出 2,580,928

    投資及び出資金支出 328

    貸付金支出 3,500

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,392,887

    国県等補助金収入 892,742

    基金取崩収入 1,269,239

    貸付金元金回収収入 10,076

    資産売却収入 695

    その他の収入 220,135

投資活動収支 -2,841,430

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,665,005

    地方債等償還支出 2,501,736

    その他の支出 163,269

  財務活動収入 2,401,092

    地方債等発行収入 2,401,092

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 115,087

本年度歳計外現金増減額 -2,954

本年度末歳計外現金残高 112,133

本年度末現金預金残高 1,856,709

財務活動収支 -263,913

本年度資金収支額 34,531

前年度末資金残高 1,712,406

比例連結割合変更に伴う差額 -2,361

本年度末資金残高 1,744,576


