
【様式第1号】

自治体名：遠野市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 104,176,571   固定負債 31,750,902

    有形固定資産 97,077,293     地方債等 21,940,008

      事業用資産 35,750,212     長期未払金 3,544

        土地 9,360,856     退職手当引当金 2,894,775

        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 6,912,574

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,595,846

        建物 57,236,922     １年内償還予定地方債等 4,051,019

        建物減価償却累計額 -36,528,970     未払金 80,154

        建物減損損失累計額 -     未払費用 38,483

        工作物 1,079,521     前受金 8,272

        工作物減価償却累計額 -338,513     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 213,099

        船舶 -     預り金 196,182

        船舶減価償却累計額 -     その他 8,637

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 36,346,748

        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 105,974,169

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -32,856,510

        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 268

        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 7,768,666

      物品減価償却累計額 -4,444,880

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 782

      ソフトウェア 40

      その他 742

    投資その他の資産 7,098,496

      投資及び出資金 4,665,905

        有価証券 237,500

        出資金 4,428,405

        その他 -

      長期延滞債権 127,318

      長期貸付金 321,319

      基金 2,000,110

        減債基金 -

        その他 2,000,110

      その他 18,336

      徴収不能引当金 -7,438

  流動資産 5,908,606

    現金預金 3,637,593

    未収金 442,057

    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 34,026

    その他 1,382

    徴収不能引当金 -4,049

  繰延資産 - 純資産合計 73,738,429

資産合計 110,085,177 負債及び純資産合計 110,085,177

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 24,582

    その他 1,427

純行政コスト 26,441,282

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 57,054

  臨時利益 26,009

  臨時損失 189,107

    災害復旧事業費 126,398

    資産除売却損 5,655

    使用料及び手数料 1,440,141

    その他 3,821,824

純経常行政コスト 26,278,184

      社会保障給付 5,328,692

      その他 21,375

  経常収益 5,261,965

        その他 283,533

    移転費用 15,982,617

      補助金等 10,611,354

      その他の業務費用 515,129

        支払利息 227,999

        徴収不能引当金繰入額 3,596

        維持補修費 367,752

        減価償却費 3,580,660

        その他 345,615

        その他 412,691

      物件費等 11,485,115

        物件費 7,191,089

        職員給与費 2,982,686

        賞与等引当金繰入額 215,099

        退職手当引当金繰入額 -53,189

  経常費用 31,540,149

    業務費用 15,557,532

      人件費 3,557,287

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：連結会計 （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 71,719,294 105,483,554 -34,385,030 620,770

  純行政コスト（△） -26,441,282 -26,441,282 -

  財源 27,790,027 27,790,027 -

    税収等 15,488,976 15,488,976 -

    国県等補助金 12,301,051 12,301,051 -

  本年度差額 1,348,745 1,348,745 -

  固定資産等の変動（内部変動） -401,744 401,744

    有形固定資産等の増加 2,801,964 -2,801,964

    有形固定資産等の減少 -3,591,239 3,591,239

    貸付金・基金等の増加 1,819,763 -1,819,763

    貸付金・基金等の減少 -1,432,232 1,432,232

  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 1,621,639 1,843,658 -222,019 -

  その他 409,054 409,005 49

  本年度純資産変動額 2,019,135 490,616 1,528,520 -

本年度末純資産残高 73,738,429 105,974,169 -32,856,510 620,770

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 215,076

本年度歳計外現金増減額 20,735

本年度末歳計外現金残高 235,811

本年度末現金預金残高 3,637,593

財務活動収支 -1,116,239

本年度資金収支額 -25,007

前年度末資金残高 3,411,684

比例連結割合変更に伴う差額 15,104

本年度末資金残高 3,401,782

    地方債等償還支出 4,035,016

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,918,777

    地方債等発行収入 2,360,100

    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 -2,662,541

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,035,016

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,181,913

    国県等補助金収入 943,766

    基金取崩収入 940,617

    貸付金元金回収収入 272,948

  投資活動支出 4,844,454

    公共施設等整備費支出 3,226,866

    基金積立金支出 815,122

    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 3,753,774

【投資活動収支】

    税収等収入 15,230,645

    国県等補助金収入 11,486,253

    使用料及び手数料収入 1,450,456

    その他の収入 3,771,245

  臨時支出 126,779

    移転費用支出 16,042,906

      補助金等支出 10,611,354

      社会保障給付支出 5,328,692

      その他の支出 81,664

  業務収入 31,938,599

    業務費用支出 12,016,256

      人件費支出 3,606,690

      物件費等支出 8,042,032

      支払利息支出 227,505

      その他の支出 140,029

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 28,059,162


