
【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 103,527,766   固定負債 33,298,587

    有形固定資産 96,980,036     地方債等 23,417,982

      事業用資産 34,985,893     長期未払金 5,420

        土地 9,312,100     退職手当引当金 2,955,513

        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 6,919,673

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,574,116

        建物 54,285,891     １年内償還予定地方債等 4,010,943

        建物減価償却累計額 -35,189,225     未払金 118,852

        建物減損損失累計額 -     未払費用 35,379

        工作物 934,641     前受金 16,528

        工作物減価償却累計額 -258,482     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 206,902

        船舶 -     預り金 174,892

        船舶減価償却累計額 -     その他 10,620

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 37,872,703

        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 105,481,275

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -34,385,080

        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 378

        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 7,094,850

      物品減価償却累計額 -4,032,506

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 960

      ソフトウェア 219

      その他 742

    投資その他の資産 6,546,769

      投資及び出資金 4,154,985

        有価証券 207,513

        出資金 3,947,472

        その他 -

      長期延滞債権 139,994

      長期貸付金 303,806

      基金 1,972,345

        減債基金 -

        その他 1,972,345

      その他 11,248

      徴収不能引当金 -8,556

  流動資産 6,061,902

    現金預金 3,562,710

    未収金 512,142

    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 37,095

    その他 1,456

    徴収不能引当金 -5,010

  繰延資産 - 純資産合計 71,716,965

資産合計 109,589,668 負債及び純資産合計 109,589,668

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 15,888

    その他 3,346

純行政コスト 25,788,359

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,015

  臨時利益 19,234

  臨時損失 49,667

    災害復旧事業費 11,878

    資産除売却損 34,774

    使用料及び手数料 1,420,273

    その他 2,226,651

純経常行政コスト 25,757,927

      社会保障給付 5,454,313

      その他 38,301

  経常収益 3,646,924

        その他 352,035

    移転費用 13,858,549

      補助金等 8,365,935

      その他の業務費用 615,349

        支払利息 258,893

        徴収不能引当金繰入額 4,420

        維持補修費 579,564

        減価償却費 3,528,163

        その他 554,080

        その他 503,343

      物件費等 11,188,460

        物件費 6,526,653

        職員給与費 3,036,073

        賞与等引当金繰入額 210,151

        退職手当引当金繰入額 -7,076

  経常費用 29,404,851

    業務費用 15,546,301

      人件費 3,742,492

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



【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 85,839,018 107,323,196 -22,104,948 620,770

  純行政コスト（△） -25,788,359 -25,788,359 -

  財源 24,396,046 24,396,046 -

    税収等 15,298,343 15,298,343 -

    国県等補助金 9,097,703 9,097,703 -

  本年度差額 -1,392,314 -1,392,314 -

  固定資産等の変動（内部変動） 10,851,018 -10,851,018

    有形固定資産等の増加 14,531,983 -14,531,983

    有形固定資産等の減少 -3,611,778 3,611,778

    貸付金・基金等の増加 2,083,146 -2,083,146

    貸付金・基金等の減少 -2,152,332 2,152,332

  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 358,600 395,441 -36,841 -

  その他 41 - 41

  本年度純資産変動額 -14,122,053 -1,841,921 -12,280,132 -

本年度末純資産残高 71,716,965 105,481,275 -34,385,080 620,770

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 143,659

本年度歳計外現金増減額 7,367

本年度末歳計外現金残高 151,026

本年度末現金預金残高 3,562,710

財務活動収支 602,536

本年度資金収支額 19,609

前年度末資金残高 3,396,650

比例連結割合変更に伴う差額 -4,575

本年度末資金残高 3,411,684

    地方債等償還支出 2,883,246

    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

    資産売却収入 15,888

    その他の収入 279,223

投資活動収支 -1,773,385

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,898,890

    その他の支出 10

  投資活動収入 2,611,860

    国県等補助金収入 965,059

    基金取崩収入 1,072,543

    貸付金元金回収収入 279,147

  投資活動支出 4,385,246

    公共施設等整備費支出 3,091,677

    基金積立金支出 706,313

    投資及び出資金支出 313,466

    貸付金支出 273,780

    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 1,190,459

【投資活動収支】

    税収等収入 15,029,779

    国県等補助金収入 8,396,368

    使用料及び手数料収入 1,417,240

    その他の収入 2,241,756

  臨時支出 14,893

    移転費用支出 13,858,548

      補助金等支出 8,365,935

      社会保障給付支出 5,454,313

      その他の支出 38,300

  業務収入 27,085,143

    業務費用支出 12,024,180

      人件費支出 3,744,732

      物件費等支出 7,808,891

      支払利息支出 258,893

      その他の支出 211,664

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 25,882,728


