
【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 101,176,136   固定負債 32,958,744

    有形固定資産 94,661,014     地方債等 23,163,038

      事業用資産 32,730,409     長期未払金 -

        土地 9,297,456     退職手当引当金 2,954,508

        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 6,841,198

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,395,116

        建物 51,630,839     １年内償還予定地方債等 3,982,122

        建物減価償却累計額 -34,681,075     未払金 50,333

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 667,188     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -84,589     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 203,114

        船舶 -     預り金 150,971

        船舶減価償却累計額 -     その他 8,575

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 37,353,860

        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 103,129,645

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -34,143,505

        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 1,567,874

      インフラ資産 58,931,799

        土地 605,280

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,933,092

        建物減価償却累計額 -375,548

        建物減損損失累計額 -

        工作物 87,606,703

        工作物減価償却累計額 -30,919,780

        工作物減損損失累計額 -

        その他 433

        その他減価償却累計額 -85

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 81,704

      物品 6,792,811

      物品減価償却累計額 -3,794,005

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 450

      ソフトウェア 0

      その他 450

    投資その他の資産 6,514,671

      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 -

      長期延滞債権 139,756

      長期貸付金 303,806

      基金 1,951,929

        減債基金 -

        その他 1,951,929

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,556

  流動資産 5,163,864

    現金預金 2,811,065

    未収金 392,453

    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 11,072

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,235

  繰延資産 - 純資産合計 68,986,140

資産合計 106,340,000 負債及び純資産合計 106,340,000

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：遠野市

会計：全体会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 24,573,466

    業務費用 13,655,481

      人件費 3,215,386

        職員給与費 2,634,624

        賞与等引当金繰入額 209,964

        退職手当引当金繰入額 -6,997

        その他 377,796

      物件費等 9,961,928

        物件費 6,005,954

        維持補修費 533,911

        減価償却費 3,422,063

        その他 -

      その他の業務費用 478,167

        支払利息 257,269

        徴収不能引当金繰入額 4,235

        その他 216,663

    移転費用 10,917,985

      補助金等 9,089,288

      社会保障給付 1,797,362

      その他 31,335

  経常収益 2,030,720

    使用料及び手数料 1,347,725

    その他 682,995

純経常行政コスト 22,542,745

  臨時損失 49,667

    災害復旧事業費 11,878

    資産除売却損 34,774

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,015

  臨時利益 18,825

    資産売却益 15,888

    その他 2,937

純行政コスト 22,573,587



【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 83,396,278 105,305,130 -21,908,851 -

  純行政コスト（△） -22,573,587 -22,573,587 -

  財源 21,251,829 21,251,829 -

    税収等 13,879,919 13,879,919 -

    国県等補助金 7,371,910 7,371,910 -

  本年度差額 -1,321,758 -1,321,758 -

  固定資産等の変動（内部変動） 10,912,895 -10,912,895

    有形固定資産等の増加 14,488,357 -14,488,357

    有形固定資産等の減少 -3,507,091 3,507,091

    貸付金・基金等の増加 2,082,734 -2,082,734

    貸付金・基金等の減少 -2,151,105 2,151,105

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -13,088,380 -13,088,380

  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 -14,410,138 -2,175,485 -12,234,653 -

本年度末純資産残高 68,986,140 103,129,645 -34,143,505 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 21,145,918

    業務費用支出 10,227,933

      人件費支出 3,217,556

      物件費等支出 6,676,768

      支払利息支出 257,269

      その他の支出 76,341

    移転費用支出 10,917,985

      補助金等支出 9,089,288

      社会保障給付支出 1,797,362

      その他の支出 31,335

  業務収入 22,304,125

    税収等収入 13,611,362

    国県等補助金収入 6,670,575

    使用料及び手数料収入 1,344,692

    その他の収入 677,497

  臨時支出 14,893

    災害復旧事業費支出 11,878

    その他の支出 3,015

  臨時収入 2,937

業務活動収支 1,146,250

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,365,658

    公共施設等整備費支出 3,072,450

    基金積立金支出 705,962

    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 2,610,633

    国県等補助金収入 965,059

    基金取崩収入 1,071,316

    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 279,223

投資活動収支 -1,755,024

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,874,491

    地方債等償還支出 2,858,847

    その他の支出 15,644

  財務活動収入 3,501,426

    地方債等発行収入 3,287,400

    その他の収入 214,026

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 2,811,065

財務活動収支 626,935

本年度資金収支額 18,161

前年度末資金残高 2,641,933

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,660,094


