
【様式第1号】

自治体名：遠野市

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 94,114,218   固定負債 29,795,151

    有形固定資産 87,603,825     地方債等 25,071,180

      事業用資産 34,733,017     長期未払金 2,019

        土地 9,671,415     退職手当引当金 3,180,507

        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 1,541,444

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,595,664

        建物 52,562,001     １年内償還予定地方債等 3,050,913

        建物減価償却累計額 -33,038,123     未払金 117,870

        建物減損損失累計額 -     未払費用 29,294

        工作物 658,525     前受金 18,263

        工作物減価償却累計額 -181,728     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 195,384

        船舶 -     預り金 164,534

        船舶減価償却累計額 -     その他 19,406

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 33,390,815

        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 96,479,118

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -29,969,034

        航空機 -   他団体出資等分 620,219

        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 5,342,791

      物品減価償却累計額 -3,379,154

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,761

      ソフトウェア 2,217

      その他 544

    投資その他の資産 6,507,633

      投資及び出資金 3,644,039

        有価証券 184,684

        出資金 3,459,356

        その他 -

      長期延滞債権 169,952

      長期貸付金 327,149

      基金 2,394,228

        減債基金 -

        その他 2,394,228

      その他 11,078

      徴収不能引当金 -11,759

  流動資産 6,406,899

    現金預金 3,737,208

    未収金 271,282

    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 37,700

    その他 1,670

    徴収不能引当金 -5,860

  繰延資産 - 純資産合計 67,130,303

資産合計 100,521,118 負債及び純資産合計 100,521,118

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 42,678

    その他 1,847

純行政コスト 25,485,183

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 88

  臨時利益 44,525

  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 1,564,793

    その他 2,207,929

純経常行政コスト 25,499,246

      社会保障給付 5,438,955

      その他 70,596

  経常収益 3,772,722

        その他 248,291

    移転費用 14,161,805

      補助金等 8,652,254

      その他の業務費用 586,698

        支払利息 328,908

        徴収不能引当金繰入額 9,499

        維持補修費 1,318,386

        減価償却費 3,081,083

        その他 500,955

        その他 166,483

      物件費等 10,811,831

        物件費 5,911,406

        職員給与費 3,067,165

        賞与等引当金繰入額 195,205

        退職手当引当金繰入額 282,782

  経常費用 29,271,969

    業務費用 15,110,163

      人件費 3,711,635

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：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 73,560,099 95,411,894 -22,471,463 619,668

  純行政コスト（△） -25,485,183 -25,485,183 -

  財源 24,408,958 24,408,407 551

    税収等 16,118,352 16,118,352 -

    国県等補助金 8,290,606 8,290,055 551

  本年度差額 -1,076,225 -1,076,776 551

  固定資産等の変動（内部変動） 6,036,545 -6,036,545

    有形固定資産等の増加 8,330,330 -8,330,330

    有形固定資産等の減少 -1,862,948 1,862,948

    貸付金・基金等の増加 2,167,288 -2,167,288

    貸付金・基金等の減少 -2,598,125 2,598,125

  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 63,989 366,134 -302,145 -

  その他 -82,106 -1 -82,105

  本年度純資産変動額 -6,429,796 1,067,224 -7,497,571 551

本年度末純資産残高 67,130,303 96,479,118 -29,969,034 620,219

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：連結会計 （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 140,151

本年度末歳計外現金残高 140,151

本年度末現金預金残高 3,737,208

財務活動収支 -807,162

本年度資金収支額 -148,488

前年度末資金残高 3,750,026

比例連結割合変更に伴う差額 -4,481

本年度末資金残高 3,597,056

    地方債等償還支出 3,125,988

    その他の支出 70,842

  財務活動収入 2,389,668

    地方債等発行収入 2,300,788

    その他の収入 88,880

    資産売却収入 42,678

    その他の収入 49

投資活動収支 -1,625,213

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,196,830

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,137,861

    国県等補助金収入 496,356

    基金取崩収入 1,300,340

    貸付金元金回収収入 298,438

  投資活動支出 3,763,074

    公共施設等整備費支出 2,607,074

    基金積立金支出 852,235

    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 2,283,887

【投資活動収支】

    税収等収入 17,133,236

    国県等補助金収入 7,811,494

    使用料及び手数料収入 1,442,885

    その他の収入 2,227,213

  臨時支出 88

    移転費用支出 14,161,805

      補助金等支出 8,652,254

      社会保障給付支出 5,438,955

      その他の支出 70,596

  業務収入 28,614,827

    業務費用支出 12,170,720

      人件費支出 3,755,014

      物件費等支出 7,913,674

      支払利息支出 328,908

      その他の支出 173,124

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 26,332,525


