
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 75,406,162,319   固定負債 45,921,538,528

    有形固定資産 72,361,898,640     地方債等 30,846,491,577

      事業用資産 33,860,721,057     長期未払金 30,263,583

        土地 7,285,536,572     退職手当引当金 3,901,865,947

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 109,323,100     その他 11,142,917,421

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,381,934,644

        建物 52,808,682,560     １年内償還予定地方債等 3,305,574,709

        建物減価償却累計額 -28,218,105,351     未払金 621,968,878

        建物減損損失累計額 -     未払費用 43,916,169

        工作物 6,107,348,712     前受金 2,098,225

        工作物減価償却累計額 -4,959,258,379     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 198,957,946

        船舶 -     預り金 113,398,219

        船舶減価償却累計額 -     その他 96,020,498

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 50,303,473,172

        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 76,241,833,366

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -47,615,615,043

        航空機 -   他団体出資等分 -6,623,030

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 14,155,158

        その他減価償却累計額 -12,611,191

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 725,649,876

      インフラ資産 36,026,278,127

        土地 2,666,349,517

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,436,317,628

        建物減価償却累計額 -616,716,351

        建物減損損失累計額 -

        工作物 56,409,814,879

        工作物減価償却累計額 -24,012,321,152

        工作物減損損失累計額 -

        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 142,833,606

      物品 8,424,251,219

      物品減価償却累計額 -5,949,351,763

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 136,669,696

      ソフトウェア 2,737,926

      その他 133,931,770

    投資その他の資産 2,907,593,983

      投資及び出資金 45,431,369

        有価証券 697,369

        出資金 44,734,000

        その他 -

      長期延滞債権 175,791,143

      長期貸付金 -

      基金 2,739,335,368

        減債基金 6,558,229

        その他 2,732,777,139

      その他 268,248

      徴収不能引当金 -53,232,145

  流動資産 3,516,639,926

    現金預金 2,015,795,186

    未収金 578,812,909

    短期貸付金 -

    基金 835,671,047

      財政調整基金 833,185,264

      減債基金 2,485,783

    棚卸資産 112,562,400

    その他 3,493,659

    徴収不能引当金 -29,695,275

  繰延資産 266,220 純資産合計 28,619,595,293

資産合計 78,923,068,465 負債及び純資産合計 78,923,068,465

貸借対照表（連結会計）
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

行政コスト計算書（連結会計）
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 28,320,381,756

    業務費用 13,465,029,812

      人件費 3,303,335,334

        職員給与費 2,832,073,095

        賞与等引当金繰入額 199,194,130

        退職手当引当金繰入額 51,176,115

        その他 220,891,994

      物件費等 9,050,700,845

        物件費 5,772,548,968

        維持補修費 486,406,727

        減価償却費 2,791,711,094

        その他 34,056

      その他の業務費用 1,110,993,633

        支払利息 421,367,812

        徴収不能引当金繰入額 22,817,877

        その他 666,807,944

    移転費用 14,855,351,944

      補助金等 9,609,451,232

      社会保障給付 4,919,047,049

      その他 35,842,100

  経常収益 4,241,450,839

    使用料及び手数料 1,243,214,862

    その他 2,998,235,977

純経常行政コスト 24,078,930,917

  臨時損失 50,269,649

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 48,721,352

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,548,297

  臨時利益 5,587,962

    資産売却益 4,587,962

    その他 1,000,000

純行政コスト 24,123,612,604



【様式第3号】

（単位：円）

科目名 合計 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 29,084,010,189 77,437,696,868 -48,345,443,328 -8,243,351

  純行政コスト（△） -24,123,612,604 -24,123,612,604 -

  財源 23,887,912,557 23,887,912,557 -

    税収等 17,219,859,346 17,219,859,346 -

    国県等補助金 6,668,053,211 6,668,053,211 -

  本年度差額 -235,700,047 -235,700,047 -

  固定資産等の変動（内部変動） -912,622,700 912,622,700

    有形固定資産等の増加 2,131,228,954 -2,131,228,954

    有形固定資産等の減少 -2,862,479,202 2,862,479,202

    貸付金・基金等の増加 731,740,480 -731,740,480

    貸付金・基金等の減少 -913,112,932 913,112,932

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -5,445,415 -5,445,415

  他団体出資等分の増加 -2,561,207 2,561,207

  他団体出資等分の減少 940,886 -940,886

  比例連結割合変更に伴う差額 317,536,783 -39,109,364 356,646,147 -

  その他 -540,806,217 -238,686,023 -302,120,194

  本年度純資産変動額 -464,414,896 -1,195,863,502 729,828,285 1,620,321

本年度末純資産残高 28,619,595,293 76,241,833,366 -47,615,615,043 -6,623,030

純資産変動計算書（連結会計）
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



注記（連結会計）

１．重要な会計方針
    （１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法

①　有形固定資産・・・・・・・・・・・・・取得原価
　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　ア　昭和59年度以前に取得したもの・・・・再調達原価
　　ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。
　イ　昭和60年度以後に取得したもの
　　取得原価が判明しているもの・・・・・・取得原価
　　取得原価が不明なもの・・・・・・・・・再調達原価
　　　ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。
②　無形固定資産・・・・・・・・・・・・・取得原価
　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　　取得原価が判明しているもの・・・・・・取得原価
　　取得原価が不明なもの・・・・・・・・・再調達原価
なお、地方公営企業が適用される会計については、地方公業会計基準によっています。また、
一部の連結対象団体については、団体ごとに適用される会計基準に基づき計上しています。

    （２）有価証券等の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的有価証券・・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）
②　満期保有目的以外の有価証券
  　　市場価格のないもの・・・・・・・・・・・取得原価
③　出資金
  　　市場価格のないもの・・・・・・・・・・・出資金額

    （３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による低価法

    （４）有形固定資産等の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除きます。）・・・・・・・定額法
    ただし、連結対象団体が所有する建物の一部は定率法により算定しています。
②　無形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法
③　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内の
    リース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・
    リース取引を除きます。）
　　　　・・・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

    （５）引当金の計上基準及び算定方法
①　徴収不能引当金
　債権の不能欠損による損失に備えるため、不能欠損の実績率等により（又は個別に回収
可能性を検討し）、将来徴収不能になると見込まれる額を計上しています。
②　退職手当引当金
　地方公共団体財政健全化法における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法又は
自己都合要支給額等により計上しています。
  ただし、公共下水道事業会計及び水道事業会計は、新会計基準移行に係る経過措置によ
り計上しています。
③　損失補償等引当金
　履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に
関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。
④　賞与等引当金
　翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見
込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

    （６）リース取引の処理方法
①　ファイナンス・リース取引
　ア　所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及び
　　　リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）
　　　通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
　イ　ア以外のファイナンス・リース取引
　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
②　オペレーティング・リース取引
　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。



    （７）連結資金収支計算書における資金の範囲
現金（手元現金及び要求払預金）及び現金同等物としています。
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払い

 を含んでいます。
    （８）採用した消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
ただし、公共下水道事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計及び一部の連結対象団

 体は、税抜方式としています。
    （９）その他全体財務書類作成のための基本となる重要な事項

会計間の相殺消去
  会計間の繰入繰出額及び債権債務額等を相殺消去した金額で表示しています。

２．重要な会計方針の変更等
　　　　重要な会計方針の変更はありません。

３．重要な後発事象
　　　　該当する事象はありません。

４．偶発債務
　　　　該当する事象はありません。

５．追加情報
    （１）連結対象範囲

①　対象とする会計

②　対象とする団体
　

【地方三公社】

全体会計
全体会計
全体会計

比例連結

工業用水道事業会計

後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会計
地域産業振興事業特別会計
公共下水道事業会計
水道事業会計

一般会計等
一般会計等
全体会計

全体会計

全体会計
全体会計

会　計　名
一般会計
黒川診療所運営事業特別会計
鹿ノ俣発電所運営事業特別会計
国民健康保険事業特別会計

会 計 区 分
一般会計等

全部連結
　胎内高原ハウス（株）
　（株）胎内リゾート

連結の方法

比例連結
比例連結
比例連結
比例連結　下越障害福祉事務組合

【第三セクター】
　新潟製粉（株）
　新潟フルーツパーク（株）

団　体　名
【一部事務組合・広域連合】

全部連結
全部連結

　新潟県市町村総合事務組合
　新潟県後期高齢者医療広域連合
　新発田地域広域事務組合
　新発田地域老人福祉保健事務組合

比例連結

　下越土地開発公社

全部連結



③　地方公営企業法適用に向けた作業に着手している会計について
  地方公営企業法の規定等の適用に向けて作業を進めている農業集落排水事業特別会計及
び簡易水道事業特別会計については、移行完了まで統一的な基準による財務書類作成の対
象外としています。したがって、一般会計等における他会計への取引については、内部相
殺していません。
農業集落排水事業会計
  企業債残高　　　　　　　　　　　 5,367,474,475円
  他会計繰入金
    一般会計　　　　　　　　　　 　 212,342,000円
    鹿ノ俣発電所運営事業特別会計　　 12,550,000円

簡易水道事業会計
  企業債残高 549,123,728円
  他会計繰入金
　  一般会計 9,299,000円
    鹿ノ俣発電所運営事業特別会計 6,280,000円

④　観光事業会計の廃止に伴う一般会計への資産・負債の移管
資産総額　1,962,957,466円　負債総額　57,357,444円

    （２）出納整理期間及び会計年度末の計数について
地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に

 係る出納整理期間における現金の受払等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とし
 ています。

なお、出納整理期間を設けていない会計（団体）と出納整理期間を設けている会計（団体）
 との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したもの
 として調整しています。



附属明細書（連結会計）

有形固定資産の明細 （単位：円）

本年度償却額
（F)

本年度末
減損損失累計額

（G)
本年度減損額

（H)

差引本年度末残高
（D)－（E)－（G)

（I)

 事業用資産 67,864,542,525 6,632,412,990 7,446,259,537 67,050,695,978 33,189,974,921

区分 前年度末残高
（A）

本年度増加額
（B）

本年度減少額
（C）

本年度末残高
（A)＋（B)-（C)

（D）

本年度末
減価償却累計額

（E)

1,306,149,486 - - 33,860,721,057

7,285,536,572

　　立木竹 109,323,100 0 0 109,323,100 - - - - 109,323,100

　  土地 7,295,802,081 97,568,524 107,834,033 7,285,536,572 - - - -

24,590,577,209

　　工作物 8,005,091,646 223,897,226 2,121,640,160 6,107,348,712 4,959,258,379 158,458,469 - - 1,148,090,333

　　建物 52,220,158,014 5,585,297,364 4,996,772,818 52,808,682,560 28,218,105,351 1,146,879,078 - -

-

　　浮標等 - - - - - - - - -

　　船舶 - - - - - - - -

-

　　その他 14,155,158 - - 14,155,158 12,611,191 811,938 - - 1,543,967

　　航空機 - - - - - - - -

725,649,876

 インフラ資産 57,942,108,328 2,747,159,053 33,951,751 60,655,315,630 24,629,037,503 1,138,502,762 - - 36,026,278,127

　　建設仮勘定 220,012,526 725,649,876 220,012,526 725,649,876 - - - -

- -

2,666,349,517

　　建物 1,436,317,628 - - 1,436,317,628 616,716,351 30,026,261 - - 819,601,277

　　土地 2,629,101,098 37,248,419 - 2,666,349,517 - - - -

7,084,246 142,833,606 - - - -

32,397,493,727

　　その他 - - - - - - - - -

　　工作物 53,858,582,320 2,578,100,064 26,867,505 56,409,814,879 24,012,321,152 1,108,476,501

142,833,606

 物品 8,331,154,050 517,087,897 423,990,728 8,424,251,219 5,949,351,763

2,782,632,074 - - 72,361,898,640

337,979,826 - - 2,474,899,456

合計 134,137,804,903 9,896,659,940 7,904,202,016 136,130,262,827 63,768,364,187

　　建設仮勘定 18,107,282 131,810,570


