
自治体名：新潟県 年度：令和2年度

会計：一般会計等 期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 2,951,096

    有形固定資産 2,625,299

      事業用資産 260,732

        土地 150,184

        立木竹 2,396

        建物 335,012

        建物減価償却累計額 △ 247,067

        工作物 34,875

        工作物減価償却累計額 △ 22,865

        船舶 2,423

        船舶減価償却累計額 △ 405

        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 △ 2,084

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,174

      インフラ資産 2,350,403

        土地 229,215

        建物 47,705

        建物減価償却累計額 △ 16,455

        工作物 5,139,893

        工作物減価償却累計額 △ 3,074,933

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 24,977

      物品 51,882

      物品減価償却累計額 △ 37,717

    無形固定資産 992

      ソフトウェア 990

      その他 2

    投資その他の資産 324,805

      投資及び出資金 81,386

        有価証券 8,327

        出資金 73,058

        その他 -

      投資損失引当金 △ 44,138

      長期延滞債権 2,537

      長期貸付金 41,020

      基金 244,664

        減債基金 212,010

        その他 32,654

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 664

  流動資産 68,052

    現金預金 22,932

    未収金 1,560

    短期貸付金 2,337

    基金 32,269

      財政調整基金 32,269

      減債基金 -

      その他基金 -

    棚卸資産 9,114

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 159

資産合計 3,019,148

一般会計等財務諸表

金額



自治体名：新潟県 年度：令和2年度

会計：一般会計等 期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日   

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

【負債の部】

  固定負債 2,603,859

    地方債 2,403,313

    長期未払金 -

    退職手当引当金 200,472

    損失補償等引当金 74

    その他 -

  流動負債 268,098

    １年内償還予定地方債 250,753

    未払金 4

    未払費用 -

    前受金 1,452

    前受収益 -

    賞与等引当金 13,688

    預り金 2,203

    その他 -

負債合計 2,871,957

【純資産の部】

  固定資産等形成分 2,985,702

  余剰分（不足分） △ 2,838,511

純資産合計 147,191

負債及び純資産合計 3,019,148



自治体名：新潟県 年度：令和2年度

会計：一般会計等 期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

科目名

  経常費用 893,719

    業務費用 515,277

      人件費 242,056

        職員給与費 207,949

        賞与等引当金繰入額 13,688

        退職手当引当金繰入額 15,384

        その他 5,035

      物件費等 254,889

        物件費 71,717

        維持補修費 85,403

        減価償却費 97,769

        その他 -

      その他の業務費用 18,332

        支払利息 14,728

        徴収不能引当金繰入額 370

        その他 3,234

    移転費用 378,442

      補助金等 343,571

      社会保障給付 7,109

      他会計への繰出金 11,144

      その他 16,618

  経常収益 27,662

    使用料及び手数料 14,336

    その他 13,325

純経常行政コスト 866,058

  臨時損失 14,861

    災害復旧事業費 13,271

    資産除売却損 69

    投資損失引当金繰入額 629

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 891

  臨時利益 2,071

    資産売却益 1,462

    その他 608

純行政コスト 878,848

一般会計等財務諸表

金額



自治体名：新潟県 年度：令和2年度

会計：一般会計等 期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日   

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 206,883 3,042,590 △ 2,835,707

  純行政コスト（△） △ 878,848 △ 878,848

  財源 805,568 805,568

    税収等 589,122 589,122

    国県等補助金 216,446 216,446

  本年度差額 △ 73,280 △ 73,280

  固定資産等の変動（内部変動） △ 92,122 92,122

    有形固定資産等の増加 39,386 △ 39,386

    有形固定資産等の減少 △ 106,373 106,373

    貸付金・基金等の増加 18,185 △ 18,185

    貸付金・基金等の減少 △ 43,320 43,320

  資産評価差額 △ 110 △ 110

  無償所管換等 △ 494 △ 494

  その他 14,192 35,837 △ 21,645

  本年度純資産変動額 △ 59,692 △ 56,889 △ 2,804

本年度末純資産残高 147,191 2,985,702 △ 2,838,511

一般会計等財務諸表



自治体名：新潟県 年度：令和2年度

会計：一般会計等 期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日   

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 788,045

    業務費用支出 409,603

      人件費支出 234,521

      物件費等支出 157,120

      支払利息支出 14,722

      その他の支出 3,240

    移転費用支出 378,442

      補助金等支出 343,571

      社会保障給付支出 7,109

      他会計への繰出支出 11,144

      その他の支出 16,618

  業務収入 831,730

    税収等収入 587,660

    国県等補助金収入 216,446

    使用料及び手数料収入 14,325

    その他の収入 13,299

  臨時支出 12,906

    災害復旧事業費支出 12,906

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 30,779

【投資活動収支】

  投資活動支出 277,735

    公共施設等整備費支出 38,840

    基金積立金支出 73,767

    投資及び出資金支出 105

    貸付金支出 165,024

    その他の支出 -

  投資活動収入 236,256

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 69,281

    貸付金元金回収収入 165,609

    資産売却収入 1,336

    その他の収入 30

投資活動収支 △ 41,479

【財務活動収支】

  財務活動支出 272,355

    地方債償還支出 272,073

    その他の支出 283

  財務活動収入 291,468

    地方債発行収入 291,186

    その他の収入 283

財務活動収支 19,113

本年度資金収支額 8,413

前年度末資金残高 12,317

本年度末資金残高 20,730

前年度末歳計外現金残高 2,189

本年度歳計外現金増減額 13

本年度末歳計外現金残高 2,203

本年度末現金預金残高 22,932

一般会計等財務諸表

金額


