
【様式第1号】

自治体名：遠野市

会計：全体会計 （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 91,632,167   固定負債 29,447,752

    有形固定資産 85,156,819     地方債等 24,797,508

      事業用資産 32,353,549     長期未払金 -

        土地 9,656,542     退職手当引当金 3,179,130

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 4,332,716     その他 1,471,114

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,418,230

        建物 49,938,531     １年内償還予定地方債等 3,027,068

        建物減価償却累計額 -32,665,206     未払金 42,937

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 390,802     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -28,048     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 191,500

        船舶 -     預り金 139,583

        船舶減価償却累計額 -     その他 17,141

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 32,865,982

        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 93,997,066

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -29,730,224

        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 728,212

      インフラ資産 50,907,170

        土地 130,613

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,449,370

        建物減価償却累計額 -1,884,468

        建物減損損失累計額 -

        工作物 76,486,176

        工作物減価償却累計額 -27,607,099

        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 332,579

      物品 5,068,626

      物品減価償却累計額 -3,172,526

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,759

      ソフトウェア 1,511

      その他 248

    投資その他の資産 6,473,589

      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 -

      長期延滞債権 169,749

      長期貸付金 327,149

      基金 2,371,657

        減債基金 -

        その他 2,371,657

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,759

  流動資産 5,500,657

    現金預金 2,978,177

    未収金 153,818

    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 8,855

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,091

  繰延資産 - 純資産合計 64,266,842

資産合計 97,132,824 負債及び純資産合計 97,132,824

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：遠野市

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 42,678

    その他 1,673

純行政コスト 22,266,889

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 88

  臨時利益 44,351

  臨時損失 30,462

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 30,374

    使用料及び手数料 1,498,052

    その他 663,045

純経常行政コスト 22,280,778

      社会保障給付 1,751,061

      その他 24,149

  経常収益 2,161,097

        その他 123,437

    移転費用 11,206,953

      補助金等 9,431,743

      その他の業務費用 460,099

        支払利息 327,378

        徴収不能引当金繰入額 9,284

        維持補修費 1,279,798

        減価償却費 2,978,687

        その他 -

        その他 48,170

      物件費等 9,505,721

        物件費 5,247,236

        職員給与費 2,743,155

        賞与等引当金繰入額 195,043

        退職手当引当金繰入額 282,734

  経常費用 24,441,875

    業務費用 13,234,922

      人件費 3,269,102

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （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 70,663,157 93,307,116 -22,643,959 -

  純行政コスト（△） -22,266,889 -22,266,889 -

  財源 21,288,114 21,288,114 -

    税収等 14,734,235 14,734,235 -

    国県等補助金 6,553,879 6,553,879 -

  本年度差額 -978,775 -978,775 -

  固定資産等の変動（内部変動） 6,025,406 -6,025,406

    有形固定資産等の増加 8,277,890 -8,277,890

    有形固定資産等の減少 -1,825,766 1,825,766

    貸付金・基金等の増加 2,166,815 -2,166,815

    貸付金・基金等の減少 -2,593,534 2,593,534

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -5,335,455 -5,335,455

  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 - - - -

  その他 -82,085 -1 -82,085

  本年度純資産変動額 -6,396,315 689,950 -7,086,265 -

本年度末純資産残高 64,266,842 93,997,066 -29,730,224 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 2,978,177

財務活動収支 -834,508

本年度資金収支額 -122,868

前年度末資金残高 2,961,461

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,838,594

    地方債等償還支出 3,114,744

    その他の支出 68,765

  財務活動収入 2,349,001

    地方債等発行収入 2,260,700

    その他の収入 88,301

    資産売却収入 42,678

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,579,154

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,183,509

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,135,839

    国県等補助金収入 496,356

    基金取崩収入 1,298,367

    貸付金元金回収収入 298,438

  投資活動支出 3,714,993

    公共施設等整備費支出 2,559,481

    基金積立金支出 851,747

    投資及び出資金支出 27,616

    貸付金支出 276,150

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 88

  臨時収入 1,673

業務活動収支 2,290,794

【投資活動収支】

    税収等収入 15,749,335

    国県等補助金収入 6,074,767

    使用料及び手数料収入 1,376,143

    その他の収入 679,661

  臨時支出 88

    移転費用支出 11,206,953

      補助金等支出 9,431,743

      社会保障給付支出 1,751,061

      その他の支出 24,149

  業務収入 23,879,906

    業務費用支出 10,383,743

      人件費支出 3,308,639

      物件費等支出 6,701,400

      支払利息支出 327,378

      その他の支出 46,326

連結資金収支計算書
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 21,590,697


