
【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 81,031,042   固定負債 19,633,929

    有形固定資産 75,192,282     地方債 16,815,783

      事業用資産 32,351,152     長期未払金 -

        土地 9,297,456     退職手当引当金 2,818,146

        立木竹 4,332,716     損失補償等引当金 -

        建物 51,627,984     その他 -

        建物減価償却累計額 -34,681,075   流動負債 2,435,419

        工作物 667,188     １年内償還予定地方債 2,091,067

        工作物減価償却累計額 -84,589     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 193,381

        航空機 -     預り金 150,971

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 22,069,348

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,191,472   固定資産等形成分 82,984,551

      インフラ資産 41,489,680   余剰分（不足分） -20,963,167

        土地 23,283

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 66,194,495

        工作物減価償却累計額 -24,793,039

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 64,941

      物品 3,761,284

      物品減価償却累計額 -2,409,834

    無形固定資産 0

      ソフトウェア 0

      その他 -

    投資その他の資産 5,838,760

      投資及び出資金 4,154,789

        有価証券 207,417

        出資金 3,947,372

        その他 -

      投資損失引当金 -27,054

      長期延滞債権 81,513

      長期貸付金 303,806

      基金 1,330,017

        減債基金 -

        その他 1,330,017

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,312

  流動資産 3,059,691

    現金預金 1,070,502

    未収金 37,672

    短期貸付金 -

    基金 1,953,509

      財政調整基金 1,600,107

      減債基金 353,403

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,993 純資産合計 62,021,384

資産合計 84,090,733 負債及び純資産合計 84,090,733

貸借対照表
（令和2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）

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 16,506,400

    業務費用 11,039,268

      人件費 2,944,366

        職員給与費 2,438,997

        賞与等引当金繰入額 193,381

        退職手当引当金繰入額 -21,981

        その他 333,970

      物件費等 7,870,202

        物件費 4,726,425

        維持補修費 474,956

        減価償却費 2,668,821

        その他 -

      その他の業務費用 224,699

        支払利息 112,527

        徴収不能引当金繰入額 1,993

        その他 110,180

    移転費用 5,467,132

      補助金等 2,738,120

      社会保障給付 1,791,139

      他会計への繰出金 906,570

      その他 31,304

  経常収益 1,237,109

    使用料及び手数料 669,517

    その他 567,593

純経常行政コスト 15,269,290

  臨時損失 46,652

    災害復旧事業費 11,878

    資産除売却損 34,774

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 15,300,054

    その他 -

  臨時利益 15,888

    資産売却益 15,888



【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 64,334,102 85,344,064 -21,009,962

  純行政コスト（△） -15,300,054 -15,300,054

  財源 14,678,611 14,678,611

    税収等 11,192,230 11,192,230

    国県等補助金 3,486,381 3,486,381

  本年度差額 -621,443 -621,443

  固定資産等の変動（内部変動） -668,238 668,238

    有形固定資産等の増加 2,171,978 -2,171,978

    有形固定資産等の減少 -2,703,595 2,703,595

    貸付金・基金等の増加 1,919,387 -1,919,387

    貸付金・基金等の減少 -2,056,008 2,056,008

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,691,275 -1,691,275

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -2,312,717 -2,359,513 46,796

本年度末純資産残高 62,021,384 82,984,551 -20,963,167

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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）

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 13,853,338

    業務費用支出 8,386,205

      人件費支出 2,962,180

      物件費等支出 5,284,144

      支払利息支出 112,527

      その他の支出 27,354

    移転費用支出 5,467,132

      補助金等支出 2,738,120

      社会保障給付支出 1,791,139

      他会計への繰出支出 906,570

      その他の支出 31,304

  業務収入 15,208,408

    税収等収入 11,187,375

    国県等補助金収入 2,785,046

    使用料及び手数料収入 670,436

    その他の収入 565,550

  臨時支出 11,878

    災害復旧事業費支出 11,878

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,343,192

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,365,109

    公共施設等整備費支出 2,171,978

    基金積立金支出 605,886

    投資及び出資金支出 313,466

    貸付金支出 273,780

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,042,687

    国県等補助金収入 701,335

    基金取崩収入 1,046,316

    貸付金元金回収収入 279,147

    資産売却収入 15,888

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,322,422

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,177,986

    地方債償還支出 2,177,986

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,158,500

    地方債発行収入 2,158,500

前年度末歳計外現金残高 143,638

本年度歳計外現金増減額 7,333

本年度末歳計外現金残高 150,971

本年度末現金預金残高 1,070,502

    その他の収入 -

財務活動収支 -19,486

本年度資金収支額 1,283

前年度末資金残高 918,248

本年度末資金残高 919,531


