
【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 83,205,531   固定負債 19,592,789

    有形固定資産 77,414,494     地方債 16,748,350

      事業用資産 32,787,634     長期未払金 -

        土地 9,853,558     退職手当引当金 2,844,439

        立木竹 4,332,716     損失補償等引当金 -

        建物 50,620,939     その他 -

        建物減価償却累計額 -33,667,935   流動負債 2,510,839

        工作物 420,664     １年内償還予定地方債 2,177,986

        工作物減価償却累計額 -55,818     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 189,214

        航空機 -     預り金 143,638

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 22,103,628

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,283,511   固定資産等形成分 85,344,064

      インフラ資産 43,590,745   余剰分（不足分） -21,009,962

        土地 10,307

        建物 2,815,062

        建物減価償却累計額 -1,645,116

        工作物 65,723,590

        工作物減価償却累計額 -23,457,800

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 144,703

      物品 3,211,360

      物品減価償却累計額 -2,175,245

    無形固定資産 679

      ソフトウェア 679

      その他 -

    投資その他の資産 5,790,357

      投資及び出資金 3,841,672

        有価証券 185,587

        出資金 3,656,085

        その他 -

      投資損失引当金 -27,054

      長期延滞債権 86,442

      長期貸付金 309,174

      基金 1,585,423

        減債基金 -

        その他 1,585,423

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,300

  流動資産 3,232,199

    現金預金 1,061,886

    未収金 33,850

    短期貸付金 -

    基金 2,138,533

      財政調整基金 1,736,713

      減債基金 401,820

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,071 純資産合計 64,334,102

資産合計 86,437,730 負債及び純資産合計 86,437,730

貸借対照表
（平成31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 14,923,488

    その他 -

  臨時利益 181,470

    資産売却益 181,470

    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 15,104,958

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,118,753

    使用料及び手数料 674,789

    その他 443,965

      社会保障給付 1,719,308

      他会計への繰出金 1,460,195

      その他 89,963

        その他 77,758

    移転費用 5,257,767

      補助金等 1,988,301

      その他の業務費用 213,277

        支払利息 133,448

        徴収不能引当金繰入額 2,071

        維持補修費 570,037

        減価償却費 2,631,038

        その他 -

        その他 336,374

      物件費等 7,881,037

        物件費 4,679,961

        職員給与費 2,498,297

        賞与等引当金繰入額 189,214

        退職手当引当金繰入額 -152,254

  経常費用 16,223,711

    業務費用 10,965,944

      人件費 2,871,630

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31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 64,245,712 86,402,024 -22,156,312

  純行政コスト（△） -14,923,488 -14,923,488

  財源 14,712,072 14,712,072

    税収等 11,502,036 11,502,036

    国県等補助金 3,210,036 3,210,036

  本年度差額 -211,416 -211,416

  固定資産等の変動（内部変動） -1,357,765 1,357,765

    有形固定資産等の増加 1,591,583 -1,591,583

    有形固定資産等の減少 -2,631,038 2,631,038

    貸付金・基金等の増加 1,279,218 -1,279,218

    貸付金・基金等の減少 -1,597,528 1,597,528

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 299,805 299,805

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 88,389 -1,057,960 1,146,349

本年度末純資産残高 64,334,102 85,344,064 -21,009,962

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31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 139,583

本年度歳計外現金増減額 4,055

本年度末歳計外現金残高 143,638

本年度末現金預金残高 1,061,886

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,074,887

本年度資金収支額 -75,897

前年度末資金残高 994,145

本年度末資金残高 918,248

  財務活動支出 2,370,387

    地方債償還支出 2,370,387

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,295,500

    地方債発行収入 1,295,500

    貸付金元金回収収入 292,040

    資産売却収入 181,782

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,097,349

【財務活動収支】

    貸付金支出 274,065

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,663,245

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,189,423

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,760,595

    公共施設等整備費支出 1,591,583

    基金積立金支出 696,810

    投資及び出資金支出 198,137

  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 2,096,339

  業務収入 15,830,817

    税収等収入 11,503,694

    国県等補助金収入 3,210,036

    使用料及び手数料収入 675,976

    その他の収入 441,111

    移転費用支出 5,257,767

      補助金等支出 1,988,301

      社会保障給付支出 1,719,308

      他会計への繰出支出 1,460,195

      その他の支出 89,963

    業務費用支出 8,476,710

      人件費支出 3,015,508

      物件費等支出 5,300,513

      支払利息支出 133,448

      その他の支出 27,241

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 13,734,478


