
２　財務書類４表（一般会計等）
（１）一般会計等貸借対照表

【様式第1号】

（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 1,500,173   固定負債 1,304,689

    有形固定資産 1,286,705     地方債 1,167,474

      事業用資産 360,996     長期未払金 -

        土地 124,193     退職手当引当金 127,063

        立木竹 6,230     損失補償等引当金 10,153

        建物 410,929     その他 -

        建物減価償却累計額 -213,627   流動負債 101,596

        工作物 70,122     １年内償還予定地方債 89,919

        工作物減価償却累計額 -45,130     未払金 805

        船舶 1,122     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -841     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 9,758

        航空機 1,037     預り金 1,114

        航空機減価償却累計額 -415     その他 -

        その他 - 負債合計 1,406,285

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,378   固定資産等形成分 1,515,834

      インフラ資産 914,673   余剰分（不足分） -1,394,245

        土地 151,625

        建物 7,757

        建物減価償却累計額 -4,661

        工作物 1,610,854

        工作物減価償却累計額 -865,726

        その他 841

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 13,984

      物品 51,244

      物品減価償却累計額 -40,208

    無形固定資産 36,347

      ソフトウェア 0

      その他 36,347

    投資その他の資産 177,121

      投資及び出資金 57,735

        有価証券 2,345

        出資金 55,390

        その他 -

      投資損失引当金 -1,868

      長期延滞債権 8,371

      長期貸付金 43,813

      基金 74,280

        減債基金 22,405

        その他 51,875

      その他 63

      徴収不能引当金 -5,273

  流動資産 27,701

    現金預金 11,407

    未収金 426

    短期貸付金 4,975

    基金 10,687

      財政調整基金 10,687

      減債基金 -

    棚卸資産 352

    その他 -

    徴収不能引当金 -145 純資産合計 121,589

資産合計 1,527,874 負債及び純資産合計 1,527,874

貸借対照表
　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年３月31日現在）

Ⅱ　一般会計等財務書類について
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（２）一般会計等行政コスト計算書

【様式第2号】

（単位：百万円）

    使用料及び手数料

    その他 6

  臨時利益 615

    資産売却益 314

    その他 301

純行政コスト 442,912

    災害復旧事業費 13,007

    資産除売却損 1,243

    投資損失引当金繰入額 603

    損失補償等引当金繰入額 -

  経常収益 17,065

7,145

    その他 9,919

純経常行政コスト 428,667

  臨時損失 14,859

      その他 3,863

      補助金等 180,460

      社会保障給付 7,232

      他会計への繰出金 6,815

      その他の業務費用 9,426

        支払利息 8,089

        徴収不能引当金繰入額 232

        その他 1,105

    移転費用 198,370

      物件費等 101,668

        物件費 27,710

        維持補修費 31,453

        減価償却費 42,478

        その他 27

      人件費 136,267

        職員給与費 113,671

        賞与等引当金繰入額 9,758

        退職手当引当金繰入額 9,661

        その他 3,177

行政コスト計算書
自　平成31年４月１日
至　令和２年３月31日

科目名 金額

  経常費用 445,732

    業務費用 247,362

Ⅱ　一般会計等財務書類について
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（３）一般会計等純資産変動計算書

【様式第3号】

（単位：百万円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分)
前年度末純資産残高 140,986 1,538,269 -1,397,282

  純行政コスト（△） -442,912 -442,912

  財源 424,284 424,284

    税収等 330,719 330,719

    国県等補助金 93,565 93,565

  本年度差額 -18,627 -18,627

  固定資産等の変動（内部変動） -23,061 23,061

    有形固定資産等の増加 6,394 -6,394

    有形固定資産等の減少 -30,956 30,956

    貸付金・基金等の増加 25,647 -25,647

    貸付金・基金等の減少 -24,146 24,146

  資産評価差額 -10 -10

  無償所管換等 2,589 2,589

  その他 -3,350 -1,953 -1,396

  本年度純資産変動額 -19,398 -22,435 3,037

本年度末純資産残高 121,589 1,515,834 -1,394,245

純資産変動計算書

自　平成31年４月１日
至　令和２年３月31日

科目名 合計

Ⅱ　一般会計等財務書類について
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（４）一般会計等資金収支計算書

【様式第4号】

（単位：百万円）

本年度末現金預金残高 11,407

1,114本年度末歳計外現金残高

前年度末資金残高 9,201

本年度末資金残高 10,293

前年度末歳計外現金残高 1,069

本年度歳計外現金増減額 46

  財務活動収入 126,460

    地方債発行収入 126,265

    その他の収入 195

財務活動収支 -954

本年度資金収支額 1,092

投資活動収支 31,789

【財務活動収支】

  財務活動支出 127,414

    地方債償還支出 127,219

    その他の支出 195

    国県等補助金収入 48,604

    基金取崩収入 9,614

    貸付金元金回収収入 45,658

    資産売却収入 287

    その他の収入 4,792

    基金積立金支出 11,056

    投資及び出資金支出 403

    貸付金支出 42,311

    その他の支出 -

  投資活動収入 108,956

  臨時収入 8,903

業務活動収支 -29,743

【投資活動収支】

  投資活動支出 77,167

    公共施設等整備費支出 23,397

    その他の収入 10,388

  臨時支出 13,007

    災害復旧事業費支出 13,007

    その他の支出 -

      その他の支出 3,863

  業務収入 393,303

    税収等収入 339,713

    国県等補助金収入 36,058

    使用料及び手数料収入 7,144

    移転費用支出 197,565

      補助金等支出 179,655

      社会保障給付支出 7,232

      他会計への繰出支出 6,815

    業務費用支出 221,378

      人件費支出 138,076

      物件費等支出 59,234

      支払利息支出 8,089

      その他の支出 15,978

資金収支計算書

自　平成31年４月１日
至　令和２年３月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 418,943

Ⅱ　一般会計等財務書類について
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２　財務書類４表（秋田県全体）
（１）秋田県全体貸借対照表

【様式第1号】

（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 1,558,273   固定負債 1,332,953

    有形固定資産 1,338,028     地方債 1,184,257

      事業用資産 361,148     長期未払金 -

        土地 124,240     退職手当引当金 127,806

        立木竹 6,258     損失補償等引当金 10,153

        建物 410,929     その他 10,738

        建物減価償却累計額 -213,627   流動負債 104,405

        工作物 70,971     １年内償還予定地方債 92,108

        工作物減価償却累計額 -45,904     未払金 908

        船舶 1,122     未払費用 25

        船舶減価償却累計額 -841     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 9,825

        航空機 1,037     預り金 1,539

        航空機減価償却累計額 -415     その他 -

        その他 - 負債合計 1,437,358

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,378   固定資産等形成分 1,573,935

      インフラ資産 964,233   余剰分（不足分） -1,401,746

        土地 163,930   他団体出資等分 -

        建物 11,013

        建物減価償却累計額 -6,885

        工作物 1,682,860

        工作物減価償却累計額 -919,144

        その他 21,353

        その他減価償却累計額 -14,078

        建設仮勘定 25,184

      物品 55,683

      物品減価償却累計額 -43,036

    無形固定資産 38,895

      ソフトウェア 7

      その他 38,889

    投資その他の資産 181,350

      投資及び出資金 57,744

        有価証券 2,354

        出資金 55,390

        その他 -

      投資損失引当金 -1,868

      長期延滞債権 8,375

      長期貸付金 43,833

      基金 74,483

        減債基金 22,405

        その他 52,078

      その他 4,057

      徴収不能引当金 -5,273

  流動資産 51,273

    現金預金 24,892

    未収金 996

    短期貸付金 4,975

    基金 10,687

      財政調整基金 10,687

      減債基金 -

    棚卸資産 9,766

    その他 102

    徴収不能引当金 -145

    繰延資産 - 純資産合計 172,189

資産合計 1,609,547 負債及び純資産合計 1,609,547

貸借対照表
（令和２年３月31日現在）

Ⅲ　連結財務書類について
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（２）秋田県全体行政コスト計算書

【様式第2号】

（単位：百万円）

    資産売却益 370

    その他 495

純行政コスト 539,511

    資産除売却損 1,243

    投資損失引当金繰入額 603

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 371

  臨時利益 865

    その他 10,124

純経常行政コスト 525,152

  臨時損失 15,224

    災害復旧事業費 13,007

      その他 4,672

  経常収益 22,727

    使用料及び手数料 12,603

      補助金等 275,369

      社会保障給付 7,232

      その他の業務費用 11,077

        支払利息 8,204

        徴収不能引当金繰入額 232

        その他 2,641

    移転費用 287,273

      物件費等 112,354

        物件費 28,758

        維持補修費 38,352

        減価償却費 44,859

        その他 386

      人件費 137,176

        職員給与費 114,425

        賞与等引当金繰入額 9,825

        退職手当引当金繰入額 9,716

        その他 3,210

行政コスト計算書
自　平成31年４月１日
至　令和２年３月31日

科目名 金額

  経常費用 547,879

    業務費用 260,607

Ⅲ　連結財務書類について
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（３）秋田県全体純資産変動計算書

【様式第3号】

（単位：百万円）

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 191,634 1,596,204 -1,404,570 -

  純行政コスト（△） -539,511 -539,511 -

  財源 518,280 518,280 -

    税収等 396,780 396,780 -

    国県等補助金 121,500 121,500 -

  本年度差額 -21,231 -21,231 -

  固定資産等の変動（内部変動） -22,889 22,889

    有形固定資産等の増加 7,576 -7,576

    有形固定資産等の減少 -33,916 33,916

    貸付金・基金等の増加 25,715 -25,715

    貸付金・基金等の減少 -22,265 22,265

  資産評価差額 -13 -13

  無償所管換等 3,195 3,195

　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 - - -

  その他 -1,396 -2,562 1,165

  本年度純資産変動額 -19,445 -22,269 2,824 -

本年度末純資産残高 172,189 1,573,935 -1,401,746 -

純資産変動計算書
自　平成31年４月１日
至　令和２年３月31日

科目名 合計

Ⅲ　連結財務書類について
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（４）秋田県全体資金収支計算書

【様式第4号】

（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 1,383

本年度歳計外現金増減額 152

本年度末歳計外現金残高 1,535

本年度末現金預金残高 24,892

    その他の収入 195

財務活動収支 20

本年度資金収支額 433

前年度末資金残高 22,925

本年度末資金残高 23,358

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 128,737

    地方債等償還支出 128,542

    その他の支出 195

  財務活動収入 128,756

    地方債等発行収入 128,561

    貸付金元金回収収入 45,658

    資産売却収入 600

    その他の収入 9,447

投資活動収支 35,531

【財務活動収支】

    貸付金支出 42,331

    その他の支出 -

  投資活動収入 113,990

    国県等補助金収入 48,604

    基金取崩収入 9,680

【投資活動収支】

  投資活動支出 78,459

    公共施設等整備費支出 24,669

    基金積立金支出 11,056

    投資及び出資金支出 403

    災害復旧事業費支出 13,007

    その他の支出 209

  臨時収入 9,097

業務活動収支 -35,117

    税収等収入 374,535

    国県等補助金収入 63,993

    使用料及び手数料収入 12,475

    その他の収入 37,061

  臨時支出 13,216

      その他の支出 3,872

  業務収入 488,064

    移転費用支出 286,468

      補助金等支出 274,564

      社会保障給付支出 7,232

      他会計への繰出支出 800

    業務費用支出 232,595

      人件費支出 138,970

      物件費等支出 67,874

      支払利息支出 8,204

      その他の支出 17,547

資金収支計算書
自　平成31年４月１日
至　令和２年３月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 519,063

Ⅲ　連結財務書類について
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