
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 80,062,206   固定負債 19,480,347

    有形固定資産 73,660,531     地方債 16,729,212

      事業用資産 31,423,043     長期未払金 -

        土地 9,333,982     退職手当引当金 2,751,135

        立木竹 2,951,723     損失補償等引当金 -

        建物 52,587,837     その他 -

        建物減価償却累計額 -35,680,892   流動負債 2,480,987

        工作物 740,742     １年内償還予定地方債 2,113,171

        工作物減価償却累計額 -122,351     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 197,314

        航空機 -     預り金 170,502

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 21,961,335

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,612,001   固定資産等形成分 81,859,804

      インフラ資産 40,467,395   余剰分（不足分） -20,998,515

        土地 23,667

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 66,514,116

        工作物減価償却累計額 -26,135,330

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 64,941

      物品 4,385,457

      物品減価償却累計額 -2,615,363

    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 6,401,675

      投資及び出資金 4,665,672

        有価証券 237,367

        出資金 4,428,305

        その他 -

      投資損失引当金 -27,054

      長期延滞債権 77,993

      長期貸付金 321,319

      基金 1,367,764

        減債基金 -

        その他 1,367,764

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,020

  流動資産 2,760,418

    現金預金 933,798

    未収金 30,599

    短期貸付金 -

    基金 1,797,598

      財政調整基金 1,493,869

      減債基金 303,729

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,577 純資産合計 60,861,290

資産合計 82,822,624 負債及び純資産合計 82,822,624

貸借対照表
（令和3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）

    その他 -

純行政コスト 18,099,229

    その他 -

  臨時利益 24,582

    資産売却益 24,582

    資産除売却損 2,036

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 17,995,377

  臨時損失 128,434

    災害復旧事業費 126,398

  経常収益 992,622

    使用料及び手数料 642,290

    その他 350,332

      社会保障給付 1,670,841

      他会計への繰出金 926,555

      その他 14,180

        その他 87,494

    移転費用 7,836,862

      補助金等 5,225,287

      その他の業務費用 183,619

        支払利息 94,535

        徴収不能引当金繰入額 1,590

        維持補修費 272,271

        減価償却費 2,641,929

        その他 -

        その他 266,823

      物件費等 8,125,674

        物件費 5,211,473

        職員給与費 2,440,712

        賞与等引当金繰入額 197,314

        退職手当引当金繰入額 -63,004

  経常費用 18,987,999

    業務費用 11,151,137

      人件費 2,841,844

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：遠野市

会計：一般会計等 （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -18,099,229 -18,099,229

  財源 18,299,437 18,299,437

    税収等 11,565,742 11,565,742

    国県等補助金 6,733,695 6,733,695

  本年度差額 200,208 200,208

  固定資産等の変動（内部変動） 235,556 -235,556

    有形固定資産等の増加 2,472,517 -2,472,517

    有形固定資産等の減少 -2,643,966 2,643,966

    貸付金・基金等の増加 1,686,457 -1,686,457

    貸付金・基金等の減少 -1,279,453 1,279,453

  資産評価差額 -1,200,068 -1,200,068

  無償所管換等 -160,234 -160,234

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,160,095 -1,124,747 -35,348

本年度末純資産残高 60,861,290 81,859,804 -20,998,515

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：遠野市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 150,971

本年度歳計外現金増減額 19,530

本年度末歳計外現金残高 170,502

本年度末現金預金残高 933,798

    その他の収入 -

財務活動収支 -64,467

本年度資金収支額 -156,235

前年度末資金残高 919,531

本年度末資金残高 763,296

  財務活動支出 2,091,067

    地方債償還支出 2,091,067

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,026,600

    地方債発行収入 2,026,600

    貸付金元金回収収入 272,948

    資産売却収入 24,582

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,046,070

【財務活動収支】

    貸付金支出 290,460

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,994,652

    国県等補助金収入 814,798

    基金取崩収入 882,324

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,040,721

    公共施設等整備費支出 2,472,517

    基金積立金支出 766,811

    投資及び出資金支出 510,933

  臨時支出 126,398

    災害復旧事業費支出 126,398

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,954,302

  業務収入 18,478,588

    税収等収入 11,570,900

    国県等補助金収入 5,918,897

    使用料及び手数料収入 642,255

    その他の収入 346,537

    移転費用支出 7,836,862

      補助金等支出 5,225,287

      社会保障給付支出 1,670,841

      他会計への繰出支出 926,555

      その他の支出 14,180

    業務費用支出 8,561,026

      人件費支出 2,900,915

      物件費等支出 5,538,071

      支払利息支出 94,535

      その他の支出 27,506

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 16,397,889


