
*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 94,157,061,957 固定負債 25,258,511,128

有形固定資産 87,894,699,957 地方債等 20,424,340,084
事業用資産 34,041,978,675 長期未払金 428,972,072

土地 9,542,781,262 退職手当引当金 2,897,985,752
立木竹 4,332,715,781 損失補償等引当金 0
建物 50,225,010,719 その他 1,507,213,220
建物減価償却累計額 △ 32,420,920,900 流動負債 3,232,424,453
工作物 415,069,350 1年内償還予定地方債等 2,709,408,781
工作物減価償却累計額 △ 14,223,975 未払金 169,472,295
船舶 0 未払費用 31,966,132
船舶減価償却累計額 0 前受金 296,880
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 204,564,730
航空機 0 預り金 66,820,179
航空機減価償却累計額 0 その他 49,895,456
その他 0 28,490,935,581
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 1,961,546,438 固定資産等形成分 95,349,325,234

インフラ資産 52,674,143,603 余剰分（不足分） △ 22,513,006,267
土地 130,612,200 他団体出資等分 619,668,297
建物 3,449,369,000
建物減価償却累計額 △ 1,796,672,646
工作物 77,813,216,109
工作物減価償却累計額 △ 27,174,625,710
その他 14,956,000
その他減価償却累計額 △ 13,857,000
建設仮勘定 251,145,650

物品 3,058,722,020
物品減価償却累計額 △ 1,880,144,341

無形固定資産 3,951,469
ソフトウェア 3,263,113
その他 688,356

投資その他の資産 6,258,410,531
投資及び出資金 3,812,625,474

有価証券 526,144,586
出資金 3,195,526,751
その他 90,954,137

長期延滞債権 108,066,515
長期貸付金 351,937,208
基金 1,980,759,671

減債基金 0
その他 1,980,759,671

その他 12,587,860
徴収不能引当金 △ 7,566,197

流動資産 7,789,860,888
現金預金 3,747,914,979
未収金 1,217,248,873
短期貸付金 0
基金 2,749,896,188

財政調整基金 2,032,233,544
減債基金 717,662,644

棚卸資産 32,678,172
その他 42,892,941
徴収不能引当金 △ 770,265

繰延資産 0 73,455,987,264
101,946,922,845 101,946,922,845

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 27,747,633,331
業務費用 12,792,591,390

人件費 3,277,020,170
職員給与費 3,106,415,519
賞与等引当金繰入額 95,677,730
退職手当引当金繰入額 △ 345,356,511
その他 420,283,432

物件費等 8,313,319,374
物件費 4,470,304,821
維持補修費 545,733,697
減価償却費 3,052,017,782
その他 245,263,074

その他の業務費用 1,202,251,846
支払利息 368,356,838
徴収不能引当金繰入額 174,000
その他 833,721,008

移転費用 14,955,041,941
補助金等 8,329,122,547
社会保障給付 6,615,591,592
他会計への繰出金 △ 14,487,000
その他 24,814,802

経常収益 2,502,823,001
使用料及び手数料 1,380,864,179
その他 1,121,958,822

純経常行政コスト △ 25,244,810,330
臨時損失 343,148,828

災害復旧事業費 335,176,215
資産除売却損 4,655,184
損失補償等引当金繰入額 -
その他 3,317,429

臨時利益 1,004,580,110
資産売却益 0
その他 1,004,580,110

純行政コスト △ 24,583,379,048

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

前年度末純資産残高 66,777,904,792 94,675,967,474 △ 28,517,062,682 619,000,000

純行政コスト（△） △ 24,583,379,048 △ 24,581,837,345 △ 1,541,703

財源 27,901,037,222 27,898,827,222 2,210,000

税収等 19,109,743,288 19,109,743,288 0

国県等補助金 8,791,293,934 8,789,083,934 2,210,000

本年度差額 3,317,658,174 3,316,989,877 668,297

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,071,773,399 2,667,019,605

有形固定資産等の増加 4,690,121,295 △ 1,409,551,590

有形固定資産等の減少 △ 5,351,451,025 3,666,127,526

貸付金・基金等の増加 578,216,348 △ 578,216,348

貸付金・基金等の減少 △ 988,660,017 988,660,017

資産評価差額 193,386,092 193,386,092

無償所管換等 0 0

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 1,571,792,000 1,551,745,067 20,046,933

本年度純資産変動額 6,678,082,472 673,357,760 6,004,056,415 668,297

本年度末純資産残高 73,455,987,264 95,349,325,234 △ 22,513,006,267 619,668,297

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 24,795,432,436

業務費用支出 9,743,271,529
人件費支出 3,804,646,361
物件費等支出 5,080,152,722
支払利息支出 368,356,838
その他の支出 490,115,608

移転費用支出 15,052,160,907
補助金等支出 8,370,416,725
社会保障給付支出 6,582,909,380
他会計への繰出支出 △ 14,487,000
その他の支出 113,321,802

業務収入 28,493,682,849
税収等収入 19,268,944,762
国県等補助金収入 7,184,865,366
使用料及び手数料収入 1,379,123,115
その他の収入 660,749,606

臨時支出 335,176,215
災害復旧事業費支出 335,176,215
その他の支出 0

臨時収入 64,884,898
業務活動収支 3,427,959,096
【投資活動収支】

投資活動支出 3,535,454,741
公共施設等整備費支出 2,916,730,194
基金積立金支出 324,594,939
投資及び出資金支出 10,699,000
貸付金支出 283,220,000
その他の支出 210,608

投資活動収入 2,064,218,506
国県等補助金収入 633,999,110
基金取崩収入 708,457,225
貸付金元金回収収入 303,427,792
資産売却収入 416,822,679
その他の収入 1,511,700

投資活動収支 △ 1,471,236,235
【財務活動収支】

財務活動支出 3,116,248,152
地方債等償還支出 3,116,183,152
その他の支出 65,000

財務活動収入 1,781,300,000
地方債等発行収入 1,781,300,000
その他の収入 0

財務活動収支 △ 1,334,948,152
621,774,709

3,082,261,094
3,704,035,803

前年度末歳計外現金残高 39,241,634
本年度歳計外現金増減額 4,637,542
本年度末歳計外現金残高 43,879,176
本年度末現金預金残高 3,747,914,979

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

連結資金収支計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 27,747,633,331
業務費用 12,792,591,390

人件費 3,277,020,170 　
職員給与費 3,106,415,519
賞与等引当金繰入額 95,677,730
退職手当引当金繰入額 △ 345,356,511
その他 420,283,432

物件費等 8,313,319,374
物件費 4,470,304,821
維持補修費 545,733,697
減価償却費 3,052,017,782
その他 245,263,074

その他の業務費用 1,202,251,846
支払利息 368,356,838
徴収不能引当金繰入額 174,000
その他 833,721,008

移転費用 14,955,041,941
補助金等 8,329,122,547
社会保障給付 6,615,591,592
他会計への繰出金 △ 14,487,000
その他 24,814,802

経常収益 2,502,823,001
使用料及び手数料 1,380,864,179
その他 1,121,958,822

純経常行政コスト △ 25,244,810,330
臨時損失 343,148,828

災害復旧事業費 335,176,215
資産除売却損 4,655,184
損失補償等引当金繰入額 -
その他 3,317,429

臨時利益 1,004,580,110
資産売却益 0
その他 1,004,580,110

純行政コスト △ 24,583,379,048 △ 24,581,837,345 △ 1,541,703
財源 27,901,037,222 27,898,827,222 2,210,000

税収等 19,109,743,288 19,109,743,288 0
国県等補助金 8,791,293,934 8,789,083,934 2,210,000

本年度差額 3,317,658,174 3,316,989,877 668,297
固定資産等の変動（内部変動） △ 1,071,773,399 2,667,019,605

有形固定資産等の増加 4,690,121,295 △ 1,409,551,590
有形固定資産等の減少 △ 5,351,451,025 3,666,127,526
貸付金・基金等の増加 578,216,348 △ 578,216,348
貸付金・基金等の減少 △ 988,660,017 988,660,017

資産評価差額 193,386,092 193,386,092
無償所管換等 0 0
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
その他 1,571,792,000 1,551,745,067 20,046,933

本年度純資産変動額 6,678,082,472 673,357,760 6,004,056,415 668,297
前年度末純資産残高 66,777,904,792 94,675,967,474 △ 28,517,062,682 619,000,000
本年度末純資産残高 73,455,987,264 95,349,325,234 △ 22,513,006,267 619,668,297

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

金額
固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分



１．重要な会計方針
有形固定資産等の評価基準及び評価方法

有価証券等の評価基準及び評価方法

有形固定資産等の減価償却の方法

引当金の計上基準及び算定方法

リース取引の処理方法

連結資金収支計算書における資金の範囲

採用した消費税等の会計処理

連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合は、当該決算日及び連結のため当該
連結対象団体（会計）について特に行った処理の概要

その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項

２．重要な会計方針の変更等
会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が連結財務
書類に与えている影響の内容

表示方法を変更した場合には、その旨

連結資金収支計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変
更が連結資金収支計算書に与えている影響の内容

３．重要な後発事象
主要な業務の改廃

組織・機構の大幅な変更

地方財政制度の大幅な改正

重大な災害等の発生

その他重要な後発事象

４．偶発債務
保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確定していない
ものの内訳（連結貸借対照表計上額及び未計上額））

係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの

その他主要な偶発債務

５．追加情報
連結対象団体（会計）の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含みます。）及
び連結対象と判断した理由

一般会計等 一般会計 ： 全部連結
一般会計等 ケーブルテレビ事業特別会計 ： 全部連結
公営企業会計 農業集落排水事業特別会計 ： 全部連結
公営企業会計 下水道事業特別会計 ： 全部連結
公営企業会計 水道事業会計 ： 全部連結
公営企業会計 遠野東工業団地整備事業特別会計 ： 全部連結
その他 国民健康保険特別会計事業勘定 ： 全部連結



その他 国民健康保険特別会計直営診療施設勘定 ： 全部連結
その他 後期高齢者医療特別会計 ： 全部連結
その他 介護保険特別会計保険事業勘定 ： 全部連結
その他 介護保険特別会計介護サービス事業勘定 ： 全部連結
一部事務組合・広域連合 岩手中部広域行政組合 ： 全部連結
一部事務組合・広域連合 岩手県後期高齢者医療広域連合 ： 全部連結
一部事務組合・広域連合 岩手県市町村総合事務組合 ： 全部連結
第三セクター （一社）遠野ふるさと公社 ： 全部連結
第三セクター （一社）遠野市畜産振興公社 ： 全部連結
第三セクター （株）遠野 ： 全部連結
第三セクター （株）遠野テレビ ： 全部連結
第三セクター （一社）遠野わさび公社 ： 全部連結

出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）及び出納
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る
旨、出納整理期間が異なる連結対象団体（会計）がある場合は当該団体（会計）の一覧と修正
の仕方

表示単位未満の金額は四捨五入することとしているが、四捨五入により合計金額に齟齬が生じ
る場合は、その旨

その他連結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

連結貸借対照表に係るものとして、減価償却について直接法を採用した場合、当該各有形固定
資産の科目別または一括による減価償却累計額

事業用資産／建物 ： 32,420,920,900円
事業用資産／工作物 ： 14,223,975円
事業用資産／船舶 ： 0円
事業用資産／浮標等 ： 0円
事業用資産／航空機 ： 0円
事業用資産／その他 ： 0円
インフラ資産／建物 ： 1,796,672,646円
インフラ資産／工作物 ： 27,174,625,710円
インフラ資産／その他 ： 13,857,000円
物品 ： 1,880,144,341円
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