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(1) 連結財務４表の範囲等 

 

  連結財務４表とは、一般会計のほか、特別会計や市と連携して行政サービスを実施し

ている関係団体・法人を一つの行政サービス実施主体とみなして作成する財務書類です。 

 

  市に属する全ての会計を連結した「全体財務４表」に加え、市が加入・出資する次の

団体を連結したものが、連結財務４表となります。 

○地方独立行政法人 

○一部事務組合及び広域連合 

  ○地方三公社 

  ○第三セクター等 

 

 ◇地方独立行政法人 

地方自治体が設立したすべての地方独立行政法人が連結対象となります。地方独立

行政法人には公立大学法人も含まれており、市が設立した地方独立行政法人は公立大

学法人長岡造形大学のみとなります。 

   ・(大)長岡造形大学 

 

 ◇一部事務組合及び広域連合 

   市が加入する一部事務組合及び広域連合が対象となります。 

   また、連結に際しては、市の当該年度負担割合相当分等を連結する「比例連結」を

行います。 

   ・新潟県市町村総合事務組合 

   ・三条･燕･西蒲･南蒲広域養護老人ホーム施設組合 

   ・新潟県中越福祉事務組合 

   ・寺泊老人ホーム組合 

・魚沼地区障害福祉組合 

・新潟県後期高齢者医療広域連合 

 

 ◇地方三公社 

   地方自治体が設立した地方三公社（土地開発公社・住宅供給公社・道路公社）が連

結対象となりますが、市が設立した地方三公社は土地開発公社のみとなります。 

   ・長岡地域土地開発公社 
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◇第三セクター等 

   第三セクター等については、市の出資比率が 50％以上の団体を連結の対象としてい 

ます。 

   ・(公財)長岡市米百俵財団 

   ・(一財)長岡産業交流会館 

   ・(公財)長岡市勤労者福祉サービスセンター 

   ・(公財)長岡市国際交流協会 

   ・(公財)長岡市スポーツ協会 

・(公財)長岡市芸術文化振興財団 

   ・(公財)山の暮らし再生機構 

   ・(一財)長岡花火財団 

   ・(株)山古志観光開発公社 

   ・(株)えちご川口農業振興公社 

 

 ◇連結内部の相殺消去 

   連結対象となる会計・団体間で取引があった場合、その収入及び支出をそれぞれか

ら相殺しています。 

   また、会計・団体間に出資などの関係がある場合、貸借対照表でもそれぞれ相殺し

ています。 

-2-



        （令和３年３月31日現在）
  

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 739,857,085   固定負債 314,966,151
    有形固定資産 714,915,990     地方債等 198,917,794
      事業用資産 268,160,110     長期未払金 -
        土地 91,847,584     退職手当引当金 17,443,188
        立木竹 0     損失補償等引当金 36,099
        建物 265,822,702     その他 98,569,070
        建物減価償却累計額 △ 113,906,474   流動負債 27,692,203
        工作物 73,672,184     １年内償還予定地方債等 23,321,932
        工作物減価償却累計額 △ 55,871,657     未払金 1,372,421
        船舶 -     未払費用 24,507
        船舶減価償却累計額 -     前受金 86,392
        浮標等 -     前受収益 -
        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,489,729
        航空機 -     預り金 1,136,062
        航空機減価償却累計額 -     その他 261,160
        その他 - 負債合計 342,658,354
        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 6,595,773 　固定資産等形成分 746,801,165
      インフラ資産 426,042,572 　余剰分（不足分） △ 314,300,639
        土地 116,924,425 　他団体出資等分 829,306
        建物 15,338,761
        建物減価償却累計額 △ 7,800,536
        工作物 491,426,632
        工作物減価償却累計額 △ 194,654,787
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 4,808,078
      物品 51,306,803
      物品減価償却累計額 △ 30,593,496
    無形固定資産 3,757,120
      ソフトウェア 17,227
      その他 3,739,893
    投資その他の資産 21,183,974
      投資及び出資金 2,404,057
        有価証券 1,659,918
        出資金 744,139
        その他 -
      長期延滞債権 1,311,822
      長期貸付金 75,036
      基金 17,838,909
        減債基金 -
        その他 17,838,909
      その他 34,690
      徴収不能引当金 △ 480,539
  流動資産 36,130,915
    現金預金 19,860,885
    未収金 775,876
    短期貸付金 28,188
    基金 6,915,892
      財政調整基金 6,886,453
      減債基金 29,439
    棚卸資産 6,042,157
    その他 2,710,486
    徴収不能引当金 △ 202,570
  繰延資産 187 純資産合計 433,329,833
資産合計 775,988,187 負債及び純資産合計 775,988,187

(2)　連結貸借対照表
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(3) 連結貸借対照表の分析

◇社会資本形成の世代間負担比率

　　社会資本整備の結果を示す有形固定資産のうち、純資産による整備又は将来の支払い

　に委ねられる負債による整備の割合をみることにより、これまでの世代によって既に負

　担された分の割合と、将来返済しなければならない分の割合をみることができます。

    ※　有形固定資産等に対する地方債及び長期借入金、純資産合計の割合を算出したも

　    のであるため、両指標の数値を足したものは100％になりません。

    ※　地方債等及び長期借入金は、臨時財政対策債など特例的な地方債を除いて算出し

　　　ています。

◇純資産比率

　　資産合計に占める、返済を要しない純資産の比率を表します。企業会計における自己

　資本比率に相当するものであり、この比率が高いほど、財政状態が健全であるといえま

　す。一般的に６割程度が標準とされています。

（単位：千円）

対前年度
増減率
（％）

対前年度
増減率
（％）

715,835,029 715,575,107 0.0 714,915,990 △ 0.1 

(△259,922) (△659,117)

164,234,509 164,573,333 0.2 161,785,673 △ 1.7 

(338,824) (△2,787,660)

422,332,302 426,633,571 1.0 433,329,833 1.6 

(4,301,269) (6,696,262)

22.9 ％ 23.0 ％ 22.6 ％

( 0.1  ) ( △ 0.4  )

59.0 ％ 59.6 ％ 60.6 ％

( 0.6  ) ( 1.0  )

社 会 資 本 負 担 比 率
（こ れま での 世代の負 担）

c/a

地方債等及び長期借入金
（１年内償還予定地方債等を含む）

ｂ

純 資 産 合 計 ｃ

社 会 資 本 負 担 比 率
（ 将 来 世 代 の 負 担 ）

b/a

項　　　　　　　目 平成３０年度 令和元年度
（前年度との差）

令和２年度
（前年度との差）

有 形 固 定 資 産 ａ

（単位：千円）

対前年度
増減率
（％）

対前年度
増減率
（％）

422,332,302 426,633,571 1.0 433,329,833 1.6 

(4,301,269) (6,696,262)

771,257,731 772,946,701 0.2 775,988,187 0.4 

(1,688,970) (3,041,486)

54.8 ％ 55.2 ％ 55.8 ％

( 0.4  ) ( 0.6  )

項　　　　　　　目 平成３０年度 令和元年度
（前年度との差）

令和２年度
（前年度との差）

純 資 産 合 計 ａ

負 債 ・ 純 資 産 合 計 ｂ

純 資 産 比 率 a/b
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        （令和３年３月31日現在）
         [令和３年１月１日現在人口　266,344人]   

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,778   固定負債 1,182
    有形固定資産 2,685     地方債等 747
      事業用資産 1,007     長期未払金 -
        土地 345     退職手当引当金 65
        立木竹 0     損失補償等引当金 0
        建物 998     その他 370
        建物減価償却累計額 △ 428   流動負債 104
        工作物 277     １年内償還予定地方債等 88
        工作物減価償却累計額 △ 210     未払金 5
        船舶 -     未払費用 0
        船舶減価償却累計額 -     前受金 0
        浮標等 -     前受収益 -
        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 6
        航空機 -     預り金 4
        航空機減価償却累計額 -     その他 1
        その他 - 負債合計 1,286
        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 25 　固定資産等形成分 2,804
      インフラ資産 1,600 　余剰分（不足分） △ 1,180
        土地 439 　他団体出資等分 3
        建物 58
        建物減価償却累計額 △ 29
        工作物 1,845
        工作物減価償却累計額 △ 731
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 18
      物品 193
      物品減価償却累計額 △ 115
    無形固定資産 14
      ソフトウェア 0
      その他 14
    投資その他の資産 79
      投資及び出資金 9
        有価証券 6
        出資金 3
        その他 -
      長期延滞債権 5
      長期貸付金 0
      基金 67
        減債基金 -
        その他 67
      その他 0
      徴収不能引当金 △ 2
  流動資産 135
    現金預金 75
    未収金 3
    短期貸付金 0
    基金 26
      財政調整基金 26
      減債基金 0
    棚卸資産 22
    その他 10
    徴収不能引当金 △ 1
   繰延資産 0 純資産合計 1,627
資産合計 2,913 負債及び純資産合計 2,913

(4)　連結貸借対照表（市民１人当たり）
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　  　自　令和２年４月１日
　  　至　令和３年３月31日   

（単位：千円）

    業務費用 81,439,681

(5)  連結行政コスト計算書

科目名 金額

  経常費用 217,084,830

      人件費 24,625,159
        職員給与費 17,236,289
        賞与等引当金繰入額 1,488,760
        退職手当引当金繰入額 1,589,131
        その他 4,310,978
      物件費等 53,375,518
        物件費 25,212,719
        維持補修費 6,445,783
        減価償却費 20,509,124
        その他 1,207,892
      その他の業務費用 3,439,004
        支払利息 1,758,514
        徴収不能引当金繰入額 191,153
        その他 1,489,337
    移転費用 135,645,149
      補助金等 91,722,268

      その他 482,029

      社会保障給付 43,436,380
      他会計への繰出金 4,472

  経常収益 14,354,851
    使用料及び手数料 10,970,099
    その他 3,384,752
純経常行政コスト 202,729,978
  臨時損失 2,237,349
    災害復旧事業費 497,262
    資産除売却損 1,667,028
    損失補償等引当金繰入額 12,794
    その他 60,265

純行政コスト 204,102,992

  臨時利益 864,336
    資産売却益 472,732
    その他 391,604
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　  　自　令和２年４月１日
　  　至　令和３年３月31日   
    [令和３年１月１日現在人口　266,344人]

（単位：千円）

    その他 1.5
純行政コスト 766.3

    その他 0.2
  臨時利益 3.3
    資産売却益 1.8

    災害復旧事業費 1.9
    資産除売却損 6.3
    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 12.7
純経常行政コスト 761.2
  臨時損失 8.4

      その他 1.8
  経常収益 53.9
    使用料及び手数料 41.2

      補助金等 344.4
      社会保障給付 163.1
      他会計への繰出金 0.0

        徴収不能引当金繰入額 0.7
        その他 5.6
    移転費用 509.3

        その他 4.5
      その他の業務費用 12.9
        支払利息 6.6

        物件費 94.7
        維持補修費 24.2
        減価償却費 77.0

        退職手当引当金繰入額 6.0
        その他 16.2
      物件費等 200.4

      人件費 92.5
        職員給与費 64.7
        賞与等引当金繰入額 5.6

    業務費用 305.8

(7)  連結行政コスト計算書（市民１人当たり）

科目名 金額

  経常費用 815.1
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　　   自　令和２年４月１日
　　   至　令和３年３月31日

（単位：千円）

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 427,759,704 750,864,478 △ 323,950,375 845,601

  純行政コスト（△） △ 204,102,992 △ 204,045,044 △ 57,948

  財源 208,250,660 208,209,006 41,654

    税収等 112,346,670 112,344,008 2,662

    国県等補助金 95,903,990 95,864,998 38,991

  本年度差額 4,147,668 4,163,962 △ 16,295

  固定資産等の変動（内部変動） △ 4,196,737 4,196,737

    有形固定資産等の増加 20,717,574 △ 20,717,574

    有形固定資産等の減少 △ 28,105,658 28,105,658

    貸付金・基金等の増加 12,823,896 △ 12,823,896

    貸付金・基金等の減少 △ 9,632,549 9,632,549

  資産評価差額 4,553 4,553

  無償所管換等 1,512,735 1,512,735

  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 66,302 71,468 △ 5,167 -
  その他 △ 161,129 △ 1,455,332 1,294,203

  本年度純資産変動額 5,570,129 △ 4,063,312 9,649,736 △ 16,295

本年度末純資産残高 433,329,833 746,801,165 △ 314,300,639 829,306

(8)  連結純資産変動計算書
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（単位：千円）

本年度末現金預金残高 19,860,885

前年度末歳計外現金残高 961,866
本年度歳計外現金増減額 19,031
本年度末歳計外現金残高 980,897

      その他の支出 335,655
  業務収入 213,049,876
    税収等収入 111,322,225
    国県等補助金収入 87,153,111
    使用料及び手数料収入 11,167,135
    その他の収入 3,407,406

    災害復旧事業費支出 538,420
    その他の支出 37,399

      人件費支出 24,298,777
      物件費等支出 31,531,881
      支払利息支出 1,758,505

575,818

1,522,706      その他の支出

(9)  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

科目名 金額

  業務支出 194,610,980
    業務費用支出 59,111,868

【業務活動収支】

  臨時収入 596,067
業務活動収支 18,459,145

  臨時支出

    移転費用支出 135,499,112
      補助金等支出 91,722,605
      社会保障給付支出 43,436,380
      他会計への繰出支出 4,472

【投資活動収支】

  投資活動支出 31,924,881
    公共施設等整備費支出 16,590,757
    基金積立金支出 1,098,932
    投資及び出資金支出 1,500,000
    貸付金支出 10,033,832
    その他の支出 2,701,360
  投資活動収入 22,474,577
    国県等補助金収入 7,317,233
    基金取崩収入 834,950
    貸付金元金回収収入 10,105,952
    資産売却収入 965,821
    その他の収入 3,250,621
投資活動収支 △ 9,450,304
【財務活動収支】

  財務活動支出 26,112,081

財務活動収支 △ 5,616,252

本年度末資金残高 18,879,988

本年度資金収支額 3,392,589
前年度末資金残高 15,488,949

    地方債等償還支出 23,301,560
    その他の支出 2,810,521
  財務活動収入 20,495,829
    地方債等発行収入 17,879,259
    その他の収入 2,616,570

比例連結割合変更に伴う差額 △ 1,550
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（10）注記 

 

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 

開始時に取得原価が判明しているものは、原則として取得原価とし、取得原価が

不明なものは、原則として再調達原価としています。道路、河川及び水路の敷地の

うち取得原価が不明なものは、備忘価額 1円としています。 

開始後は、原則として取得原価とし、再評価は行わないこととしています。 

また、有形固定資産のうち適正な価格を支払わずに取得したものについては、原

則として再調達原価としています。ただし、無償で移管を受けた道路、河川及び水

路の敷地については、原則として備忘価額１円としています。 

  ただし、地方公営企業法が適用される下水道事業会計、水道事業会計及び簡易水

道事業会計については、同法の会計基準に基づき計上しています。また、一部事務

組合・広域連合以外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 

ア 満期保有目的有価証券 

  償却原価法（定額法）によっています。 

ただし、一部の連結対象団体において、重要性が乏しいものについては適用し

ていません。 

イ 満期保有目的以外の有価証券 

(ｱ)   市場価格のある有価証券等 

作成基準日現在の市場価格により計上しています。  

(ｲ)   市場価格がない有価証券等 

取得価額により計上しています。ただし、実質価額が著しく下落したもの

については、相当の減額を行った後の価額で計上しています。 

  

(3)  棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 低価法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第４条第２項各号

に掲げる方法によります。ただし、連結対象団体の棚卸資産の一部については、最

終仕入原価法による原価法によって計上しています。 

 

(4)   有形固定資産等の減価償却の方法 

 定額法により行っています。ただし、連結対象団体が所有する有形固定資産等の

一部については、定率法により行っています。なお、水道事業会計及び簡易水道事

業会計の量水器については、取替法により行っています。 

 

(5)   引当金の計上基準及び算定方法 

・徴収不能引当金 

        債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損の実績率等により、将来徴

収不能になると見込まれる額を計上しています。 
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   ・退職手当引当金 

     職員の退職手当の支給に備えるため、今年度末に業務に従事している職員全員

が自己都合退職することを想定し、それに要する費用の総額を計上しています。 

     ただし、一部の連結対象団体においては、主として期末における退職給付債務

等の見込額に基づき計上しています。 

   ・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について、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）に基づく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。 

・賞与等引当金 

      翌年度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 

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に

準じて計上しています。 

 

(7)  連結資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許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)  その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

ア 連結対象団体（会計）間の相殺消去 

     連結対象団体（会計）間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した金額で表

示しています。 

イ 消費税及び地方消費税の会計処理 

     税込方式により処理しています。ただし、下水道事業会計、水道事業会計、簡

易水道事業会計及び一部の連結対象団体については、税抜方式により処理してい

ます。 

ウ  資本的支出と修繕費の区分 

  一般会計及び各特別会計において区分が不明な場合は、130 万円未満のものを 

修繕費として計上しています。 

エ  物品の計上基準 

一般会計及び各特別会計においては、原則として、取得価額が 100 万円以上の

場合に計上しています。 

   

２ 重要な後発事象 

該当なし 
 

３ 偶発債務 

会計年度末において現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態が

生じた場合に債務となるもののうち、次に掲げるものを記載しています。 
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(1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確

定していないものの内訳（貸借対照表計上額及び未計上額））  

事 項 
確 定 

債務額 

履行すべき債務が確定しないもの 
総 額 

貸借対照表計上額 貸借対照表未計上額 

新潟県信用保証

協会損失補償 
－ 36,099 千円 － 36,099 千円 

 

(2)  係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの  

名 称 事件番号 金 額 

求償金請求事件 
令和元年（ワ） 

第 70 号 
2,391 千円 

 

４ 追加情報 

(1)   対象範囲 

ア 連結対象団体及び連結方法等 

団体名 区分 連結の方法 比例連結割合 

新潟県市町村総合事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 
10.71％（普通会計） 

11.27％（事業会計） 

三条･燕･西蒲･南蒲広域養護老

人ホーム施設組合 
一部事務組合・広域連合 比例連結   6.28％ 

新潟県中越福祉事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結  22.55％ 

寺泊老人ホーム組合 一部事務組合・広域連合 比例連結  98.30％ 

魚沼地区障害福祉組合 一部事務組合・広域連合 比例連結   5.73％ 

新潟県後期高齢者医療広域連合 一部事務組合・広域連合 比例連結  11.41％ 

長岡地域土地開発公社 地方三公社 全部連結 － 

(公財)長岡市米百俵財団 第三セクター等 全部連結 － 

(一財)長岡産業交流会館 第三セクター等 全部連結 － 

(公財)長岡市勤労者福祉サー

ビスセンター 
第三セクター等 全部連結 － 

(公財)長岡市国際交流協会 第三セクター等 全部連結 － 

(公財)長岡市スポーツ協会 第三セクター等 全部連結 － 

(公財)長岡市芸術文化振興財団 第三セクター等 全部連結 － 

(公財)山の暮らし再生機構 第三セクター等 全部連結 － 

(大)長岡造形大学 地方独立行政法人 全部連結 － 

(一財)長岡花火財団 第三セクター等 全部連結 － 

(株)山古志観光開発公社 第三セクター等 全部連結 － 

(株)えちご川口農業振興公社 第三セクター等 全部連結 － 

※ 一部事務組合・広域連合以外の連結対象団体については、団体ごとに適用され

る会計基準が異なるため、各団体の法定決算書類を統一的な基準に読み替えて連

結しています。 
   イ 地方公営企業法適用会計の連結方法 

下水道事業会計、水道事業会計及び簡易水道事業会計については、地方公営企

業法の会計基準に基づく法定決算書類を統一的な基準に読み替えて全部連結を

しています。 
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なお、簡易水道事業について、本年度から地方公営企業法の財務規定を適用し、

財務書類に追加しました。この変更による影響額は以下のとおりです。 

(ｱ) 資金収支計算書 

前年度末資金残高        19,815 千円 

(ｲ) 純資産変動計算書 

前年度末純資産残高    1,126,133 千円 

   ［内訳］ 
固定資産等形成分      4,993,543 千円 
余剰分（不足分）    △3,867,410 千円 

  

(2)   出納整理期間 

 一般会計及び各特別会計については、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（令和３年４月１日

～令和３年５月 31 日）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。 

 なお、市の一般会計及び特別会計並びに一部事務組合及び広域連合の会計以外は

出納整理期間がありませんが、出納整理期間がある会計との間で取引があり、出納

整理期間中に当会計年度に帰属する資金の授受がある場合は、当会計年度末に現金

の受払い等が終了したものとして調整しています。 

 

(3)   端数処理等 

各項目の金額を表示単位未満で四捨五入により処理しているため、合計等の金額

が一致しない場合があります。 

 

(4)   売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲  

土地 1,150,222 千円 

貸借対照表における簿価を記載しています。 

 

(5)  財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の特別定額給付金 26,726,700 千円は、給

付の費用を行政コスト計算書の補助金等に計上し、財源の国庫補助金を純資産変動

計算書の国県等補助金に計上しています。 
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