
【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 91,420,345   固定負債 28,498,640

    有形固定資産 85,021,277     地方債等 23,857,761

      事業用資産 33,164,036     長期未払金 -

        土地 9,853,558     退職手当引当金 3,005,953

        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 1,634,926

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,216,196

        建物 50,620,939     １年内償還予定地方債等 2,858,847

        建物減価償却累計額 -33,667,935     未払金 6,855

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 420,664     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -55,818     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 200,991

        船舶 -     預り金 143,638

        船舶減価償却累計額 -     その他 5,863

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 31,714,835

        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 93,558,878

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -28,633,833

        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 1,659,913

      インフラ資産 50,019,356

        土地 140,897

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,449,370

        建物減価償却累計額 -1,971,988

        建物減損損失累計額 -

        工作物 77,356,303

        工作物減価償却累計額 -29,143,015

        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 187,789

      物品 5,242,643

      物品減価償却累計額 -3,404,759

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 927

      ソフトウェア 679

      その他 248

    投資その他の資産 6,398,141

      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 -

      長期延滞債権 152,431

      長期貸付金 309,174

      基金 2,132,260

        減債基金 -

        その他 2,132,260

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,342

  流動資産 5,219,536

    現金預金 2,801,215

    未収金 276,789

    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 8,944

    その他 138

    徴収不能引当金 -6,084

  繰延資産 - 純資産合計 64,925,046

資産合計 96,639,881 負債及び純資産合計 96,639,881

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：遠野市

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 181,470

    その他 665

純行政コスト 20,523,074

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 180

  臨時利益 182,135

  臨時損失 180

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 1,381,996

    その他 563,036

純経常行政コスト 20,705,029

      社会保障給付 1,726,621

      その他 99,087

  経常収益 1,945,032

        その他 201,243

    移転費用 10,163,987

      補助金等 8,338,279

      その他の業務費用 499,004

        支払利息 291,677

        徴収不能引当金繰入額 6,084

        維持補修費 789,097

        減価償却費 2,951,048

        その他 -

        その他 376,656

      物件費等 8,866,379

        物件費 5,126,234

        職員給与費 2,701,135

        賞与等引当金繰入額 205,735

        退職手当引当金繰入額 -162,835

  経常費用 22,650,061

    業務費用 12,486,074

      人件費 3,120,691

連結行政コスト計算書
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：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 64,266,842 93,997,066 -29,730,224 -

  純行政コスト（△） -20,523,074 -20,523,074 -

  財源 20,802,476 20,802,476 -

    税収等 13,652,696 13,652,696 -

    国県等補助金 7,149,780 7,149,780 -

  本年度差額 279,402 279,402 -

  固定資産等の変動（内部変動） -816,990 816,990

    有形固定資産等の増加 2,451,654 -2,451,654

    有形固定資産等の減少 -2,966,829 2,966,829

    貸付金・基金等の増加 1,402,533 -1,402,533

    貸付金・基金等の減少 -1,704,347 1,704,347

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 378,802 378,802

  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 - - -

  本年度純資産変動額 658,204 -438,188 1,096,392 -

本年度末純資産残高 64,925,046 93,558,878 -28,633,833 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 2,801,215

財務活動収支 -1,001,355

本年度資金収支額 -181,017

前年度末資金残高 2,838,594

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,657,577

    地方債等償還支出 3,027,068

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,025,713

    地方債等発行収入 1,919,100

    その他の収入 106,613

    資産売却収入 181,782

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,972,834

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,027,068

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,803,010

    国県等補助金収入 115,265

    基金取崩収入 1,213,923

    貸付金元金回収収入 292,040

  投資活動支出 3,775,845

    公共施設等整備費支出 2,555,482

    基金積立金支出 748,160

    投資及び出資金支出 198,137

    貸付金支出 274,065

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 180

  臨時収入 665

業務活動収支 2,793,173

【投資活動収支】

    税収等収入 13,599,230

    国県等補助金収入 7,149,780

    使用料及び手数料収入 1,347,203

    その他の収入 556,749

  臨時支出 180

    移転費用支出 10,163,987

      補助金等支出 8,338,279

      社会保障給付支出 1,726,621

      その他の支出 99,087

  業務収入 22,652,962

    業務費用支出 9,696,287

      人件費支出 3,274,034

      物件費等支出 6,064,148

      支払利息支出 291,677

      その他の支出 66,428

連結資金収支計算書
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 19,860,274


