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自治体名：新潟県市町村総合事務組合 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 14,235,935,694

    有形固定資産 2,561,367,730

      事業用資産 2,561,367,730

        土地 182,567,000

        立木竹 -

        建物 5,994,611,000

        建物減価償却累計額 -3,627,692,575

        工作物 531,062,000

        工作物減価償却累計額 -519,179,695

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 -

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 -

      物品減価償却累計額 -

    無形固定資産 1,246,400

      ソフトウェア 1,246,400

      その他 -

    投資その他の資産 11,673,321,564

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 11,673,321,564

        減債基金 -

        その他 11,673,321,564

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 534,750,604

    現金預金 534,750,604

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：新潟県市町村総合事務組合 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

資産合計 14,770,686,298
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自治体名：新潟県市町村総合事務組合 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 185,423,281

    地方債 -

    長期未払金 -

    退職手当引当金 185,423,281

    損失補償等引当金 -

    その他 -

  流動負債 11,710,921

    １年内償還予定地方債 -

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 9,257,238

    預り金 2,453,683

    その他 -

負債合計 197,134,202

【純資産の部】

  固定資産等形成分 14,235,935,694

  余剰分（不足分） 337,616,402

純資産合計 14,573,552,096

負債及び純資産合計 14,770,686,298
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自治体名：新潟県市町村総合事務組合 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：円）

科目名

  経常費用 6,539,310,607

    業務費用 1,282,314,198

      人件費 235,419,305

        職員給与費 115,546,186

        賞与等引当金繰入額 9,257,238

        退職手当引当金繰入額 107,971,466

        その他 2,644,415

      物件費等 1,028,840,751

        物件費 875,138,792

        維持補修費 7,459,806

        減価償却費 146,242,153

        その他 -

      その他の業務費用 18,054,142

        支払利息 -

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 18,054,142

    移転費用 5,256,996,409

      補助金等 845,497,261

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 4,411,499,148

  経常収益 231,551,067

    使用料及び手数料 190,468,548

    その他 41,082,519

純経常行政コスト △ 6,307,759,540

  臨時損失 1,553,010

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,553,010

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト △ 6,309,312,550

報告書（財務諸表）

金額
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自治体名：新潟県市町村総合事務組合 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：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 13,943,907,258 13,565,477,994 378,429,264

  純行政コスト（△） -6,309,312,550 -6,309,312,550

  財源 6,951,683,525 6,951,683,525

    税収等 6,951,683,525 6,951,683,525

    国県等補助金 - -

  本年度差額 642,370,975 642,370,975

  固定資産等の変動（内部変動） 683,183,837 -683,183,837

    有形固定資産等の増加 - -

    有形固定資産等の減少 -147,795,163 147,795,163

    貸付金・基金等の増加 870,979,000 -870,979,000

    貸付金・基金等の減少 -40,000,000 40,000,000

  資産評価差額 -1,057,812 -1,057,812

  無償所管換等 12,677,152 12,677,152

  その他 -24,345,477 -24,345,477 -

  本年度純資産変動額 629,644,838 670,457,700 -40,812,862

本年度末純資産残高 14,573,552,096 14,235,935,694 337,616,402

報告書（財務諸表）
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自治体名：新潟県市町村総合事務組合 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 6,285,135,388

    業務費用支出 1,028,138,979

      人件費支出 127,486,239

      物件費等支出 882,598,598

      支払利息支出 -

      その他の支出 18,054,142

    移転費用支出 5,256,996,409

      補助金等支出 845,497,261

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 4,411,499,148

  業務収入 7,183,234,592

    税収等収入 6,951,683,525

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 190,468,548

    その他の収入 41,082,519

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 898,099,204

【投資活動収支】

  投資活動支出 870,979,000

    公共施設等整備費支出 -

    基金積立金支出 870,979,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 40,000,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 40,000,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -830,979,000

【財務活動収支】

  財務活動支出 -

    地方債償還支出 -

    その他の支出 -

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    その他の収入 -

財務活動収支 -

本年度資金収支額 67,120,204

前年度末資金残高 465,176,717

本年度末資金残高 532,296,921

前年度末歳計外現金残高 6,280,790

本年度歳計外現金増減額 -3,827,107

本年度末歳計外現金残高 2,453,683

本年度末現金預金残高 534,750,604

報告書（財務諸表）

金額
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１　重要な会計方針

　⑴　有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

　　①　有形固定資産・・・・・・取得原価

　　　※　土地については、固定資産税評価額を基礎とした評価額

　　②　無形固定資産・・・・・・取得原価"

　⑵　有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

　　①　満期保有目的有価証券・・・・・・取得原価

　　②　満期保有目的以外の有価証券　なし

　　③　出資金　なし"

　⑶　有価証券（基金）のオーバーパー債権の満期償還に係る調整額

　　①　自治会館施設整備基金　　   △9,000円

　　②　退職手当基金　　         △1,032,190円

    ③　非常勤公務災害補償等基金    △16,622円

　⑷　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

　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　　　　　建物　　　31年～50年

　　　　　工作物　　10年～17年

　　　　　物品　　　 5年

　　②　無形固定資産（リース資産を除きます。）・・・・・定額法

　　　　（ソフトウェアについては、当組合における見込利用期間（5年）に基づく定額法に

　　　　よっています。

　　③　リース資産　なし"

　⑸　引当金の計上基準及び算定方法

　　①　退職手当引当金

　　　　次のアとイの合計額を計上しています。

　　　ア　自己都合要支給額（退職給付会計の簡便的方法）

　　　イ　退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職

　　　　手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益の

　　　　うち当組合へ按分される額を加算した額を控除した額

　　②　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

　　　見込額を計上しています。"

　⑹　資金収支計算書における資金の範囲

　　　現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（当組合資金管理方針において、歳計

　　現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。）

　　　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。"

　⑺　その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

　　①　物品及びソフトウェアの計上基準

　　　・ 物品については、取得価額又は見積価格が50万円以上の場合に資産として計上して

　 　　います。

　　　・ ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

　　②　資本的支出と修繕費の区分基準

　　　　資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が100万円未満であるとき、又は固

　　　定資産の取得価額等のおおむね10％未満相当額以下であるときに修繕費として処理して

　　　います。"

２　重要な会計方針の変更等

　　なし

３　重要な後発事象

　　なし

４　偶発債務

　　なし

５　追加情報

　⑴　対象範囲（対象とする会計名）

　　　一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。

　　　　新潟県市町村総合事務組合一般会計

　　　　新潟県市町村総合事務組合職員退職手当支給事業特別会計

　　　　新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償事業特別会計

　　　　新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金等支給事業特別会計

　　　　新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事業特別会計

　⑵　出納整理期間

　　　地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられているため、出納整理期間におけ

　　る現金の受払い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。"

　⑶　その他

　　・　消費税等の会計処理については、税込方式によっています。

　　・　資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

　　　　資金収支計算書

　　　　　業務活動収支　　　　　　　　　　　　898,099,204円

　　　　　減価償却費                        　146,243,153円

　　　　　賞与等引当金繰入額　　　　　　　　  　9,257,238円

　　　　　退職手当引当金繰入額　          　　107,971,466円 

　　　　　基金のオーバーパー債権の　　　　　　　　

　　　　　満期償還による調整額            　 　 1,057,812円

      　　その他の資産・負債の増減額　　　 　 △8,801,440円

　　　　純資産変動計算書の本年度差額　　      642,370,975円

注　記
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