
【様式第1号】

自治体名：遠野市

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 84,037,125   固定負債 20,632,831

    有形固定資産 78,153,313     地方債 17,630,837

      事業用資産 32,308,299     長期未払金 -

        土地 9,656,542     退職手当引当金 3,001,994

        立木竹 4,332,716     損失補償等引当金 -

        建物 49,938,531     その他 -

        建物減価償却累計額 -32,665,206   流動負債 2,690,807

        工作物 390,802     １年内償還予定地方債 2,370,387

        工作物減価償却累計額 -28,048     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 180,837

        航空機 -     預り金 139,583

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 23,323,638

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 682,962   固定資産等形成分 86,402,024

      インフラ資産 44,759,906   余剰分（不足分） -22,156,312

        土地 475

        建物 2,815,062

        建物減価償却累計額 -1,569,109

        工作物 65,395,975

        工作物減価償却累計額 -22,144,076

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 261,579

      物品 3,077,271

      物品減価償却累計額 -1,992,164

    無形固定資産 1,511

      ソフトウェア 1,511

      その他 -

    投資その他の資産 5,882,301

      投資及び出資金 3,643,848

        有価証券 184,592

        出資金 3,459,256

        その他 -

      投資損失引当金 -27,054

      長期延滞債権 92,472

      長期貸付金 327,149

      基金 1,851,671

        減債基金 -

        その他 1,851,671

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,785

  流動資産 3,532,225

    現金預金 1,133,728

    未収金 35,835

    短期貸付金 -

    基金 2,364,899

      財政調整基金 1,904,724

      減債基金 460,175

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,238 純資産合計 64,245,712

資産合計 87,569,350 負債及び純資産合計 87,569,350

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：遠野市

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 15,820,339

    その他 -

  臨時利益 42,678

    資産売却益 42,678

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 15,863,017

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,180,244

    使用料及び手数料 688,933

    その他 491,310

      社会保障給付 1,743,370

      他会計への繰出金 1,465,319

      その他 13,993

        その他 567

    移転費用 5,543,961

      補助金等 2,321,278

      その他の業務費用 156,685

        支払利息 155,661

        徴収不能引当金繰入額 456

        維持補修費 1,125,395

        減価償却費 2,659,914

        その他 -

        その他 5,878

      物件費等 8,535,189

        物件費 4,749,880

        職員給与費 2,515,113

        賞与等引当金繰入額 180,837

        退職手当引当金繰入額 105,598

  経常費用 17,043,261

    業務費用 11,499,299

      人件費 2,807,426

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：遠野市

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 65,565,320 86,266,775 -20,701,455

  純行政コスト（△） -15,820,339 -15,820,339

  財源 14,582,816 14,582,816

    税収等 10,606,831 10,606,831

    国県等補助金 3,975,985 3,975,985

  本年度差額 -1,237,523 -1,237,523

  固定資産等の変動（内部変動） 135,249 -135,249

    有形固定資産等の増加 2,156,747 -2,156,747

    有形固定資産等の減少 -1,240,739 1,240,739

    貸付金・基金等の増加 1,720,265 -1,720,265

    貸付金・基金等の減少 -2,501,025 2,501,025

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -82,085 - -82,085

  本年度純資産変動額 -1,319,608 135,249 -1,454,857

本年度末純資産残高 64,245,712 86,402,024 -22,156,312

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

自治体名：遠野市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 139,583

本年度末歳計外現金残高 139,583

本年度末現金預金残高 1,133,728

    その他の収入 -

財務活動収支 -499,866

本年度資金収支額 -102,800

前年度末資金残高 1,096,946

本年度末資金残高 994,145

  財務活動支出 2,543,866

    地方債償還支出 2,475,101

    その他の支出 68,765

  財務活動収入 2,044,000

    地方債発行収入 2,044,000

    貸付金元金回収収入 298,438

    資産売却収入 42,678

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,130,073

【財務活動収支】

    貸付金支出 276,150

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,032,060

    国県等補助金収入 479,113

    基金取崩収入 1,211,832

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,162,133

    公共施設等整備費支出 2,156,747

    基金積立金支出 701,619

    投資及び出資金支出 27,616

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,527,138

  業務収入 16,247,897

    税収等収入 11,572,534

    国県等補助金収入 3,496,872

    使用料及び手数料収入 670,563

    その他の収入 507,928

    移転費用支出 5,543,961

      補助金等支出 2,321,278

      社会保障給付支出 1,743,370

      他会計への繰出支出 1,465,319

      その他の支出 13,993

    業務費用支出 9,176,797

      人件費支出 3,034,762

      物件費等支出 5,958,825

      支払利息支出 155,661

      その他の支出 27,549

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 14,720,759


