
【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 93,438,411   固定負債 28,820,894

    有形固定資産 87,007,464     地方債等 24,089,376

      事業用資産 35,081,391     長期未払金 1,296

        土地 9,865,511     退職手当引当金 3,007,037

        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 1,723,186

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,397,373

        建物 52,837,152     １年内償還予定地方債等 2,878,762

        建物減価償却累計額 -34,070,948     未払金 79,612

        建物減損損失累計額 -     未払費用 35,203

        工作物 672,337     前受金 20,190

        工作物減価償却累計額 -215,289     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 204,741

        船舶 2,277     預り金 170,358

        船舶減価償却累計額 -2,277     その他 8,508

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 32,218,268

        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 95,576,944

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -28,829,929

        航空機 -   他団体出資等分 620,770

        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 5,523,804

      物品減価償却累計額 -3,617,088

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,672

      ソフトウェア 1,132

      その他 540

    投資その他の資産 6,429,276

      投資及び出資金 3,841,868

        有価証券 185,683

        出資金 3,656,185

        その他 -

      長期延滞債権 152,635

      長期貸付金 309,174

      基金 2,153,552

        減債基金 -

        その他 2,153,552

      その他 9,443

      徴収不能引当金 -10,342

  流動資産 6,147,642

    現金預金 3,555,953

    未収金 420,204

    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 38,177

    その他 1,858

    徴収不能引当金 -7,083

  繰延資産 - 純資産合計 67,367,785

資産合計 99,586,053 負債及び純資産合計 99,586,053

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 182,070

    その他 880

純行政コスト 23,702,053

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,080

  臨時利益 182,950

  臨時損失 3,186

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 106

    使用料及び手数料 1,435,187

    その他 2,139,581

純経常行政コスト 23,881,816

      社会保障給付 5,436,938

      その他 106,930

  経常収益 3,574,768

        その他 365,763

    移転費用 13,049,194

      補助金等 7,505,327

      その他の業務費用 665,142

        支払利息 292,850

        徴収不能引当金繰入額 6,529

        維持補修費 841,340

        減価償却費 3,041,260

        その他 583,963

        その他 491,473

      物件費等 10,103,371

        物件費 5,636,809

        職員給与費 3,103,988

        賞与等引当金繰入額 205,884

        退職手当引当金繰入額 -162,468

  経常費用 27,456,584

    業務費用 14,407,390

      人件費 3,638,877

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：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 67,130,303 96,479,118 -29,969,034 620,219

  純行政コスト（△） -23,702,053 -23,702,053 -

  財源 23,961,975 23,961,424 551

    税収等 15,038,482 15,038,482 -

    国県等補助金 8,923,493 8,922,942 551

  本年度差額 259,922 259,371 551

  固定資産等の変動（内部変動） -836,569 836,569

    有形固定資産等の増加 2,523,637 -2,523,637

    有形固定資産等の減少 -3,057,059 3,057,059

    貸付金・基金等の増加 1,402,811 -1,402,811

    貸付金・基金等の減少 -1,705,957 1,705,957

  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 -401,243 -444,406 43,163 -

  その他 1 - 1

  本年度純資産変動額 237,483 -902,173 1,139,105 551

本年度末純資産残高 67,367,785 95,576,944 -28,829,929 620,770

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 140,151

本年度歳計外現金増減額 3,507

本年度末歳計外現金残高 143,659

本年度末現金預金残高 3,555,953

財務活動収支 -976,899

本年度資金収支額 -181,910

前年度末資金残高 3,597,056

比例連結割合変更に伴う差額 -2,852

本年度末資金残高 3,412,294

    地方債等償還支出 3,046,230

    その他の支出 723

  財務活動収入 2,070,054

    地方債等発行収入 1,963,441

    その他の収入 106,613

    資産売却収入 181,782

    その他の収入 63

投資活動収支 -2,055,500

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,046,953

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,804,607

    国県等補助金収入 115,265

    基金取崩収入 1,215,457

    貸付金元金回収収入 292,040

  投資活動支出 3,860,108

    公共施設等整備費支出 2,639,486

    基金積立金支出 748,415

    投資及び出資金支出 198,141

    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 2,850,489

【投資活動収支】

    税収等収入 14,985,003

    国県等補助金収入 8,923,493

    使用料及び手数料収入 1,400,394

    その他の収入 2,114,773

  臨時支出 180

    移転費用支出 13,052,080

      補助金等支出 7,505,327

      社会保障給付支出 5,436,938

      その他の支出 109,816

  業務収入 27,423,663

    業務費用支出 11,521,579

      人件費支出 3,793,970

      物件費等支出 7,196,500

      支払利息支出 292,850

      その他の支出 238,259

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 24,573,659


