
【様式第1号】

自治体名：遠野市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 100,127,953   固定負債 31,179,730

    有形固定資産 93,067,426     地方債等 21,455,237

      事業用資産 31,802,180     長期未払金 -

        土地 9,333,982     退職手当引当金 2,893,589

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 2,951,723     その他 6,830,904

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,419,120

        建物 52,590,692     １年内償還予定地方債等 3,997,902

        建物減価償却累計額 -35,681,011     未払金 34,984

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 740,742     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -122,351     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 207,113

        船舶 -     預り金 170,502

        船舶減価償却累計額 -     その他 8,619

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 35,598,849

        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 101,925,551

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -32,548,558

        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 1,988,403

      インフラ資産 58,003,294

        土地 608,191

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,019,519

        建物減価償却累計額 -426,144

        建物減損損失累計額 -

        工作物 88,451,754

        工作物減価償却累計額 -32,743,883

        工作物減損損失累計額 -

        その他 488

        その他減価償却累計額 -125

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 93,494

      物品 7,435,708

      物品減価償却累計額 -4,173,756

      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 7,060,077

      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 -

      長期延滞債権 127,025

      長期貸付金 321,319

      基金 1,980,552

        減債基金 -

        その他 1,980,552

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,438

  流動資産 4,847,889

    現金預金 2,755,503

    未収金 290,435

    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 7,755

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,402

  繰延資産 - 純資産合計 69,376,993

資産合計 104,975,842 負債及び純資産合計 104,975,842

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：遠野市

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 24,582

    その他 1,116

純行政コスト 22,938,369

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 382

  臨時利益 25,698

  臨時損失 128,815

    災害復旧事業費 126,398

    資産除売却損 2,036

    使用料及び手数料 1,315,337

    その他 2,628,703

純経常行政コスト 22,835,252

      社会保障給付 1,677,087

      その他 14,229

  経常収益 3,944,041

        その他 187,288

    移転費用 12,883,133

      補助金等 11,170,621

      その他の業務費用 415,931

        支払利息 225,228

        徴収不能引当金繰入額 3,415

        維持補修費 324,011

        減価償却費 3,412,032

        その他 -

        その他 314,141

      物件費等 10,353,780

        物件費 6,617,737

        職員給与費 2,651,087

        賞与等引当金繰入額 214,713

        退職手当引当金繰入額 -53,494

  経常費用 26,779,292

    業務費用 13,896,159

      人件費 3,126,448

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：千円）

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 68,986,140 103,129,645 -34,143,505 -

  純行政コスト（△） -22,938,369 -22,938,369 -

  財源 24,342,242 24,342,242 -

    税収等 13,894,369 13,894,369 -

    国県等補助金 10,447,873 10,447,873 -

  本年度差額 1,403,873 1,403,873 -

  固定資産等の変動（内部変動） -191,074 191,074

    有形固定資産等の増加 2,843,522 -2,843,522

    有形固定資産等の減少 -3,424,091 3,424,091

    貸付金・基金等の増加 1,819,327 -1,819,327

    貸付金・基金等の減少 -1,429,833 1,429,833

  資産評価差額 -1,200,068 -1,200,068

  無償所管換等 -160,234 -160,234

  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 347,283 347,283 -

  本年度純資産変動額 390,853 -1,204,093 1,594,947 -

本年度末純資産残高 69,376,993 101,925,551 -32,548,558 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 2,755,503

財務活動収支 -1,133,345

本年度資金収支額 -75,092

前年度末資金残高 2,660,094

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,585,001

    地方債等償還支出 3,982,122

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,848,777

    地方債等発行収入 2,290,100

    その他の収入 558,677

    資産売却収入 24,582

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,643,286

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,982,122

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,180,729

    国県等補助金収入 943,766

    基金取崩収入 939,433

    貸付金元金回収収入 272,948

  投資活動支出 4,824,015

    公共施設等整備費支出 3,206,753

    基金積立金支出 814,796

    投資及び出資金支出 510,933

    貸付金支出 291,534

    災害復旧事業費支出 126,398

    その他の支出 382

  臨時収入 1,116

業務活動収支 3,701,539

【投資活動収支】

    税収等収入 13,636,042

    国県等補助金収入 9,633,075

    使用料及び手数料収入 1,325,652

    その他の収入 2,622,665

  臨時支出 126,779

    移転費用支出 12,883,133

      補助金等支出 11,170,621

      社会保障給付支出 1,677,087

      その他の支出 14,229

  業務収入 27,217,435

    業務費用支出 10,507,099

      人件費支出 3,175,942

      物件費等支出 7,061,798

      支払利息支出 225,228

      その他の支出 44,132

連結資金収支計算書
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 23,390,232


