
自治体名：新潟県 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 3,002,427

    有形固定資産 2,685,112

      事業用資産 259,009

        土地 150,650

        立木竹 2,382

        建物 331,834

        建物減価償却累計額 △ 244,525

        工作物 34,564

        工作物減価償却累計額 △ 21,997

        船舶 2,423

        船舶減価償却累計額 △ 170

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 2,089

        航空機減価償却累計額 △ 1,666

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,427

      インフラ資産 2,411,031

        土地 229,142

        建物 47,675

        建物減価償却累計額 △ 15,634

        工作物 5,119,035

        工作物減価償却累計額 △ 2,990,132

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 20,945

      物品 52,100

      物品減価償却累計額 △ 37,028

    無形固定資産 1,204

      ソフトウェア 1,202

      その他 2

    投資その他の資産 316,111

      投資及び出資金 81,804

        有価証券 8,427

        出資金 73,378

        その他 -

      投資損失引当金 △ 44,087

      長期延滞債権 2,692

      長期貸付金 41,925

      基金 234,384

        減債基金 201,479

        その他 32,905

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 607

  流動資産 64,483

    現金預金 14,506

    未収金 694

    短期貸付金 2,088

    基金 38,074

      財政調整基金 38,074

      減債基金 -

      その他基金 -

    棚卸資産 9,211

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 91

資産合計 3,066,911

一般会計等財務諸表

金額

期間：平成31年４月１日～令和２年３月31日



自治体名：新潟県 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名

一般会計等財務諸表

金額

期間：平成31年４月１日～令和２年３月31日

【負債の部】

  固定負債 2,567,895

    地方債 2,361,148

    長期未払金 -

    退職手当引当金 206,624

    損失補償等引当金 123

    その他 -

  流動負債 292,132

    １年内償還予定地方債 273,816

    未払金 6

    未払費用 -

    前受金 2,036

    前受収益 -

    賞与等引当金 14,086

    預り金 2,189

    その他 -

負債合計 2,860,028

【純資産の部】

  固定資産等形成分 3,042,590

  余剰分（不足分） △ 2,835,707

純資産合計 206,883

負債及び純資産合計 3,066,911



自治体名：新潟県 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

科目名

  経常費用 850,522

    業務費用 533,704

      人件費 250,462

        職員給与費 216,924

        賞与等引当金繰入額 14,086

        退職手当引当金繰入額 15,592

        その他 3,861

      物件費等 262,153

        物件費 66,844

        維持補修費 98,069

        減価償却費 97,086

        その他 154

      その他の業務費用 21,088

        支払利息 17,573

        徴収不能引当金繰入額 349

        その他 3,166

    移転費用 316,818

      補助金等 277,972

      社会保障給付 7,007

      他会計への繰出金 13,568

      その他 18,271

  経常収益 38,063

    使用料及び手数料 14,882

    その他 23,181

純経常行政コスト 812,459

  臨時損失 15,216

    災害復旧事業費 6,568

    資産除売却損 124

    投資損失引当金繰入額 6,145

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,379

  臨時利益 1,694

    資産売却益 1,576

    その他 118

純行政コスト 825,981

一般会計等財務諸表

金額

期間：平成31年４月１日～令和２年３月31日



自治体名：新潟県 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

純資産変動計算書(NW) （単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 288,716 3,128,563 △ 2,839,847

  純行政コスト（△） △ 825,981 △ 825,981

  財源 729,143 729,143

    税収等 577,053 577,053

    国県等補助金 152,090 152,090

  本年度差額 △ 96,838 △ 96,838

  固定資産等の変動（内部変動） △ 129,817 129,817

    有形固定資産等の増加 45,749 △ 45,749

    有形固定資産等の減少 △ 106,542 106,542

    貸付金・基金等の増加 51,711 △ 51,711

    貸付金・基金等の減少 △ 120,735 120,735

  資産評価差額 44 44

  無償所管換等 300 300

  その他 14,660 43,500 △ 28,840

  本年度純資産変動額 △ 81,833 △ 85,973 4,140

本年度末純資産残高 206,883 3,042,590 △ 2,835,707

一般会計等財務諸表

期間：平成31年４月１日～令和２年３月31日



自治体名：新潟県 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 743,996

    業務費用支出 427,178

      人件費支出 241,374

      物件費等支出 165,064

      支払利息支出 17,569

      その他の支出 3,170

    移転費用支出 316,818

      補助金等支出 277,972

      社会保障給付支出 7,007

      他会計への繰出支出 13,568

      その他の支出 18,271

  業務収入 767,247

    税収等収入 577,148

    国県等補助金収入 152,090

    使用料及び手数料収入 14,824

    その他の収入 23,185

  臨時支出 5,785

    災害復旧事業費支出 5,785

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 17,466

【投資活動収支】

  投資活動支出 187,332

    公共施設等整備費支出 44,281

    基金積立金支出 99,876

    投資及び出資金支出 158

    貸付金支出 43,018

    その他の支出 -

  投資活動収入 168,249

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 122,868

    貸付金元金回収収入 43,552

    資産売却収入 1,799

    その他の収入 30

投資活動収支 △ 19,084

【財務活動収支】

  財務活動支出 294,422

    地方債償還支出 293,968

    その他の支出 454

  財務活動収入 284,524

    地方債発行収入 284,071

    その他の収入 454

財務活動収支 △ 9,897

本年度資金収支額 △ 11,515

前年度末資金残高 23,832

本年度末資金残高 12,317

前年度末歳計外現金残高 2,395

本年度歳計外現金増減額 △ 206

本年度末歳計外現金残高 2,189

本年度末現金預金残高 14,506

一般会計等財務諸表

金額

期間：平成31年４月１日～令和２年３月31日


