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平成20年度決算　財務書類４表（普通会計）

・ 公共資産 ・ 固定負債 ・ 人にかかるコスト

・ 投資等 ・ 流動負債 ・ 物にかかるコスト

・ 流動資産 ・ 移転支出的なコスト

・ その他のコスト

（うち歳計現金　25億円）

（使用料などの受益者負担）

＝

　期首純資産残
＋

・ 経常的収支 ＋

・ 公共資産整備収支

・ 投資・財務的収支 ＝

＝

１年間の増減

　資産評価替え等　　    22億円

△88億円

15億円

23億円

22億円

123億円

△11億円

　期末純資産残高　1,159億円

　期末歳計現金残高　25億円

　一般財源、補助金等受入

（5.2％）
34億円

1,159億円

（59.6％）

72億円

112億円

213億円

平成20年度決算　財務書類４表（普通会計）

　 国は、資産・債務に関する情報開示と適正な管理を一層進めることを目的として、財務書類４表を、

新たに示されたモデル（「基準モデル」又は「総務省方式改訂モデル」）に基づき、第３セクターも含め

た連結ベースで作成し、平成20年度決算から公表するよう地方に要請しています。

　 本市では、資産・債務改革に必要とされる公会計制度改革の取組みの一環として、平成19年度決算

より総務省方式改訂モデルにより財務４表を作成していますが、平成20年度決算においても普通会計

ベースの財務書類４表を、総務省方式改訂モデルにより作成しました。

資産 負債

　純経常行政コスト　389億円

行政コスト計算書

（１年間に要した行政サービスのコスト）

（1.7％）

704億円
（36.2％）

純資産

貸借対照表

（資産の状況とその財源）

経常行政コスト

収益

1,811億円

82億円
（4.2％）

（93.1％）
100億円

433億円

　期首歳計現金残高　1億円

　資金増減額　　　 　24億円

純資産変動計算書

（１年間の純資産の動き）

　純経常行政コスト　　389億円

（１年間の資金（現金）の流れ）

1,137億円

資金収支計算書
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１　貸借対照表（バランスシート）

　１－１　貸借対照表とは

　１－２　貸借対照表の作成基準

　　（１）対象会計範囲

普通会計を対象としています。

　　（２）作成基準日

平成21年3月31日を基準日としています。

　 ただし、平成21年4月1日から5月31日までの出納整理期間の収支は、基準日までに終了したもの

として処理しています。

　　（３）基礎数値

昭和44年度以降の決算統計データを基礎数値としています。

（支払い不要）

　貸借対照表については、「新地方公会計制度実務研究会報告書（平成19年10月総務省）」に示されている

作成方法「総務省方式改訂モデル」に基づき作成しています。

（土地・建物・預金など）

負債

将来の世代が負担

（今後、支払いが必要）

　地方公共団体の決算書は、１年間にどのような収入があり、何にいくら使ったのかを明らかにするものです

が、現在どれだけの資産があり、どれだけの負債があるのかがわかりにくいものとなっています。

　そこで貸借対照表を作成し、これまでに取得した土地や建物などの資産の状況とその資産を形成するため

の財源がどのように調達されたのかを明らかにします。

　この貸借対照表では、左側（借方）に市が保有している土地・建物・預金などの「資産」を示し、右側（貸方）

に、その資産を形成したために将来の世代が負担し今後支払いが必要となるもの「負債」と、これまでの世代

が既に負担し、支払いの必要がないもの「純資産」がいくらあるのかが示されます。

借方 貸方

資産

純資産

これまでの世代が負担
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　１－３　貸借対照表の概要

　１－３－１　総括

　１　公共資産 １　固定負債

（１） 有形固定資産 （１） 地方債

（２） 売却可能資産 （２） 長期未払金

（３） 退職手当引当金

　２　投資等 （４） 損失補償等引当金

（１） 投資及び出資金

（２） 貸付金 ２　流動負債

（３） 基金等 （１） 翌年度償還予定地方債

（４） 長期延滞債権 （２） 短期借入金

（５） 回収不能見込額 （３） 未払金

（４） 翌年度支払予定退職手当

（５） 賞与引当金

　３　流動資産

（１） 現金預金

（２） 未収金

１　公共資産等整備国県補助金等

２　公共資産等整備一般財源等

３　その他一般財源等

４　資産評価差額

資産合計 194,558,525 負債・純資産合計 194,558,525

△ 25,673,770

2,608,968

純資産合計 115,936,538

38,053,841

100,947,499

［純資産の部］

0

425,959

78,621,987
3,136,732

268,625

0

273,682

1,150,034

△ 494,278

負債合計

5,199,810

1,770,727

181,143,779

178,421,333

2,722,446

3,405,357

［資産の部］

　平成20年度末の米子市の「資産」は、1,945億5,853万円です。

　この「資産」を形成するための財源は、国・県の補助金やこれまでの世代が負担した「純資産」が1,159億

3,654万円となっており、将来世代の負担である「負債」は786億2,199万円となっています。

　「負債」と「純資産」の割合は、概ね40:60となっています。

貸借対照表

（平成21年3月31日現在）

10,009,389

2,383,096

8,173,678

7,474,037

［負債の部］

（単位：千円）

194,582

7,228,339

70,448,309

63,025,388

0
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１－３－２　資産

　１　公共資産
資産

　１　公共資産

　２　投資等

　３　流動資産

（１）有形固定資産

（２）売却可能資産

　２　投資等
資産

　１　公共資産

　２　投資等

　３　流動資産

（１）投資及び出資金

　公共的団体や民間企業、第３セクターなどに23億8,310万円の出資をしています。

（２）貸付金

　地域総合整備資金貸付金など51億9,981万円の貸付残高を計上しています。

（３）基金等

（４）長期延滞債権

　市税等の未収金のうち、回収期限から１年以上納付されていない債権が11億5,003万円となっています。

（５）回収不能見込額

　過去の回収実績から、4億9,428万円を回収不能見込額として計上しています。

　合併振興基金やふるさとづくり基金などの特定目的基金が16億7,293万円、土地開発基金が9,701万円

などとなっています。

　資産のうち、「投資等」は、民間企業や第３セクターへの「出資金」

や「貸付金」、「基金」、回収期限から１年以上回収できていない「長

期延滞債権」など100億939万円となっています。

負債

純資産

　道路や公園、小中学校・保育所などの土地や建物などの有形固定資産が1,784億2,133万円で「総資

産」の91.7%を占めています。

　主な内訳を見てみると道路や公園などのインフラ整備等に935億4,729万円（構成比52.4%）、学校や社

会・体育施設など教育文化施設の整備に439億1,054万円（構成比24.6%）、処理施設などの整備に127億

84万円（構成比7.1%）などとなっています。

　資産のうち「公共資産」は、「有形固定資産」と「売却可能資産」で

構成されており、1,811億4,378万円と「総資産」の93.1%を占めていま

す。

　公共資産のうち、現在行政目的のために使用されていない売却可能資産（段階的に評価を行っていま

す。）は、27億2,245万円となっています。

負債

純資産
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　３　流動資産
資産

　１　公共資産

　２　投資等

　３　流動資産

（１）現金預金

（２）未収金

１－３－３　負債

　１　固定負債

負債

１固定負債

２流動負債

（１）地方債

（２）退職手当引当金

　２　流動負債
負債

１固定負債

２流動負債

（１）翌年度償還予定地方債

　地方債のうち、翌年度の償還予定額は74億7,404万円となっています。

（２）翌年度支払予定退職手当

　翌年度に支払いが必要と見込まれる退職手当支給額で2億7,368万円となっています。

（３）賞与引当金

　賞与引当金は、翌年度の6月に支給される賞与のうち、20年度負担相当額で4億2,596万円となっています。

資産

純資産

　負債のうち、「流動負債」は、１年以内に支払いや返済が行われる

「地方債」、「退職手当引当金」などの合計、81億7,368万円となって

います。

純資産

　負債のうち、「固定負債」は、平成22年度（翌々年度）以降に支払

や返済が行われる「地方債」、「長期未払金」、「退職手当引当金」の

合計704億4,831万円となっています。

　地方債のうち、翌々年度以降に償還されるものが630億2,539万円あり、負債総額の80.2%を占めています。

　なお、地方債（翌年度償還予定地方債を含む。）は、平成20年度に29億7,400万円発行し、68億6,659万円

償還した結果、残高は38億9,259万円減少して、704億9,943万円となりました。

　退職手当引当金は、特別職を含む全職員が年度末に普通退職したと仮定した場合に必要と見込まれる退

職手当支給額で、72億2,834万円となっています。

負債

純資産

　財政調整基金が5億5,946万円、減債基金が2,916万円あり、現金預金の合計は31億3,673万円となってい
ます。

　資産のうち「流動資産」は、財政調整基金や減債のための「減債基

金」、「現金」、市税等の「未収金」の合計34億536万円となっていま

す。

平成20年度の歳入として調定していた地方税のうち3億7,314万円と、保育料や手数料など8,053万円から、
過去の回収実績より1億8,505万円を回収不能見込額として計上して、合計2億6,863万円が未収金となって
います。

資産
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１－３－４　純資産

　１　公共資産等整備国県補助金等

　２　公共資産等整備一般財源等

　３　その他一般財源等

　４　資産評価差額

１－３－５　注記

　１　他団体及び民間への支出金により形成された資産

　２　交付税措置地方債の金額

　３　普通会計の将来負担に関する情報

　４　土地及び減価償却累計額

　公共資産等以外の資産から公共資産等整備財源以外の負債を差し引いたマイナス256億7,377万円となっ

ています。

　これは、翌年度以降の負担額のうち、256億7,377万円については使途が既に拘束されているといえます。

　具体的には、退職手当引当金や特別債（臨時財政対策債、減税補てん債など）など、資産形成につながら

ない負債に対して、それらの支出に対する備えが蓄えられていないことを表しています。

　ただし、米子市が例外的なわけではなく、多くの団体が多かれ少なかれその他一般財源はマイナスになるも

のと考えられます。

　なお臨時財政対策債や減税補てん債などの特別債については、地方交付税の代替措置として発行が認め

られたものであり、償還財源は将来地方交付税で充当されるしくみになっています。

　有形固定資産1，784億2,133万円のうち、土地が553億5,377万円あり、償却資産は1,230億6,756万円となり

ます。減価償却累計額は861億5,995万円あり、償却資産の取得価格2，092億2,751万円に対して39.1%の減価

償却が進んでいることになります。

注記

　他団体及び民間への支出金により形成された資産は、総額で130億

8,892万円あり、このうち、73億6,366万円が一般財源により充当されて

います。

　地方債残高704億9,943万円のうち、336億6,102万円（47.7%）につい

ては、将来の地方交付税の算定基礎に含まれることが見込まれていま

す。

　普通会計の将来負担額1，174億5,321万円に対して、641億7,518万円の将来負担軽減資産があり、差引実

質的な負担額は532億7,803万円となります。

資産

純資産

負債

　今回、昭和43年以前取得の有形固定資産のうち、再評価した資産や、投資・基金等の取得

価格と時価評価額との差額26億897万円を資産評価差額として計上しています。

　住民サービスの提供に必要な資産整備などの財源のうち、上記

の国・県補助金と建設地方債を除いたもので1,009億4,750万円と

なっています。

負債

純資産

１　公共資産等整備国県補助金等

２　公共資産等整備一般財源等

３　その他一般財源等

４　資産評価差額

資産

　住民サービスの提供に必要な資産整備などの財源として国・県

から受けた補助金で380億5,384万円となっています。
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　１－４　貸借対照表を用いた財務分析

１－４－１　社会資本形成の世代間負担比率

１－４－２　住民１人あたりの貸借対照表（バランスシート）

　１　固定負債 473

　１　公共資産 1,217 　２　流動負債 55

　２　投資等 67

　３　流動資産 23

　社会資本の整備結果を示す公共資産を、これまでの世代と将来世代でどれだけ負担するのかを示す

比率です。

　これまでの世代負担が59.6％、将来世代の負担が40.4％となっています。

公共資産合計
1,811億4,378万円

（Ａ）

将来世代が負担
【40.4％】

（Ａ）－（Ｂ）
731億8,209万円

これまでの
世代が負担

【59.6％】
1,079億6,169万円

（Ｂ）

１人あたりの貸借対照表（平成21年3月31日現在）

［資産の部］ ［負債の部］

　バランスシートを住民１人あたりに換算すると、資産は131万円、うち公共資産が122万円、投資等が7万

円となっています。

　これに対して、負債は53万円、純資産は78万円となっています。

［純資産の部］

純資産合計

資産合計 負債・純資産合計1,307 1,307

779

負債合計 528

（単位：千円）

（H21.3.31現在住民基本台帳人口：148,873人）
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１－４－３　有形固定資産の行政目的別割合

構成比

①生活インフラ・国土保全 52.4

②教育 24.6

③福祉 2.3

④環境衛生 7.1

⑤産業振興 5.9

⑥消防 2.4

⑦総務 5.3

100.0

4,194,286

12,700,839

10,501,297

4,244,173

9,322,914

178,421,333

(単位：千円、％）

　有形固定資産の行政目的別割合を見ることにより、行政分野ごとの公共資産の比重を把握すること

ができます。

　これを見ると、道路などの生活インフラ・国土保全が52.4％、学校建設など教育が24.6％、処理施設

などの環境衛生が7.1％、漁港整備や農林業振興・観光施設整備などの産業振興が5.9％となってい

ます。

目的 資産額

有形固定資産合計

93,547,286

43,910,538

①生活インフラ・

国土保全

52.4%

②教育

24.6%

③福祉

2.3%

④環境衛生

7.1%

⑤産業振興

5.9%
⑥消防

2.4% ⑦総務

5.3%

有形固定資産の割合
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　２　行政コスト計算書

　２－１　行政コスト計算書とは

　２－２　行政コスト計算書の概要

２－２－１　総括

１　人にかかるコスト 17.6
（１） 人件費 14.8
（２） 退職手当引当金繰入等 717,633 1.8
（３） 賞与引当金繰入等 425,959 1.0

２　物にかかるコスト 27.2
（１） 物件費 14.1
（２） 維持補修費 340,185 0.8
（３） 減価償却費 12.3

３　移転支出的なコスト 51.6
（１） 社会保障給付 22.1
（２） 補助金等 13.0
（３） 他会計への支出額 15.9
（４） 他団体への公共資産 0.6

整備補助金等

４　その他のコスト 3.6
（１） 支払利息 3.2
（２） 回収不能見込計上額 155,913 0.4
（３） その他行政コスト 0 0.0

１　使用料・手数料 3.9
２　分担金・負担金・寄附金 679,809 1.7

(差引）純経常行政コスト a-b 38,881,378 94.4

経常収益　b 2,275,351

1,595,542

5.6

6,550,989
258,533

1,330,494
1,486,407

5,048,517

11,194,246

9,070,190
5,363,761

21,243,473

5,805,544

　行政コスト計算書は、１年間の行政活動のうち福祉サービスやごみの収集のように「資産形成につながらな

い行政サービスを要する経費（経常行政コスト）と「その行政サービスの対価として得られた財源（経常収益）

を対比させた財務諸表です。

　平成20年度の「経常行政コスト」は非現金支出を含め、411億5,673万円、これに対して、「経常収益」は、

22億7,535万円（受益者負担割合は、5.6％）で、差し引き「純経常行政コスト」は、388億8,138万円となって

います。

行政コスト計算書　（自　H20.4.1－至　H21.3.31）

区分 金額 構成比率

経常行政コスト　a

（単位：千円、％）

41,156,729 100.0

7,232,603
6,089,011
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２－２－２　経常行政コスト

　１　性質別行政コスト

　２　目的別行政コスト

　「経常行政コスト」を目的別に見てみると、福祉が158億4,615万円（構成比38.5％）と最も多く、次に生活イン

フラ・国土保全が57億8,067万円（構成比14.0％）、総務51億4,895万円（構成比12.5％）、環境衛生が48億

7,384万円（構成比11.8％）、教育38億2,655万円（構成比9.3％）、産業振興21億3,867万円（構成比5.2％）の

順となっています。

　資産形成に結びつかない行政サービスを提供するために要した1年間の経費を性質別に見てみると、人件

費など「人にかかるコスト」が72億3,260万円で「経常行政コスト」の17.6％を占めています。

　物件費、減価償却費など「物にかかるコスト」は、111億9,425万円で「経常行政コスト」の27.2％を占めてお

り、内訳は、物件費が58億554万円、維持補修費が3億4,019万円、減価償却費が50億4,852万円となっていま

す。

　社会保障給付、他会計への支出など「移転支出的なコスト」は212億4,347万円で「経常行政コスト」の51.6％

を占めており、主なものは社会保障給付が90億7,019万円、他会計への支出金が65億5,099万円です。

　支払利息など「その他のコスト」は、14億8,641万円で「経常行政コスト」の3.6％を占めており、支払利息が13

億3,049万円、回収不能見込計上額が1億5,591万円となっています。

人にかかるコスト

7,232,603千円

17.6%

物にかかるコスト

11,194,246千円

27.2%

移転支出的な

コスト

21,243,473千円

51.6%

その他のコスト

1,486,407千円

3.6%

経常行政コストの内訳

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

⑩回収不能見込計上額

⑨支払利息

⑧議会

⑦総務

⑥消防

⑤産業振興

④環境衛生

③福祉

②教育

①生活インフラ・国土保全

156

1,330

338

5,149

1,717

2,139

4,874

15,8463,827

5,781

（単位：百万円）目的別経常行政コスト
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　３　純資産変動計算書

　３－１　純資産変動計算書とは

　３－２　純資産変動計算書の概要

３－２－１　総括

純経常行政コスト

一般財源
地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入

臨時損益
災害復旧事業費

公共資産除売却損益

投資損失

損失補償等引当金繰入等

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入

その他

　純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各数値が１年間でどのように変動した

のかを表している計算書です。

　平成20度の純経常行政コスト388億8,138万円に対して、地方税や地方交付税などの一般財源が329億

8,595万円、補助金が97億6,572万円ありました。災害復旧費など臨時的な要因によるコストや無償受贈資産

受入、その他を含めた平成20年度中の資産変動額は、22億5,851万円の増となっています。

　この結果、期首に1,136億7,803万円であった純資産残高が、期末では1,159億3,654万円となりました。

純資産変動計算書　（自　H20.4.1－至　H21.3.31）

△ 816

区分 金額

期首純資産残高 113,678,030

9,765,716

589,527

△ 38,881,378

4,797,073

0

150,943

△ 2,352,245

175,968
0

期末純資産残高 115,936,538

＋2,258,508千円

（単位：千円）

32,985,945
19,399,918
8,788,954

414,375
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３－２－２　純資産の内訳

　１　公共資産等整備国県補助金等

　２　公共資産等整備一般財源等

　３　その他一般財源等

　（１）純経常行政コストと財源

　（２）臨時損益

　（３）振替科目

　①公共資産整備への財源投入

　　7億9,129万円の一般財源を公共資産整備に充当しました。

　②貸付金・出資金等の回収、減価償却による財源増

　③地方債償還に伴う財源振替
　

　以上の結果、その他一般財源は30億806万円増加し、マイナス256億7,377万円となっています。

　４　資産評価差額

　売却可能資産等の資産評価差額の前年度との比較で、マイナス26億897万円を計上しています。

　公共資産等整備の財源として発行していた地方債を一般財源で53億7,371万円償還したことにより、その

他一般財源から公共資産等整備一般財源等へ振り替えました。

　　貸付金・出資金等の回収、基金の繰入等により、44億7,445万円の一般財源を回収しましたが、新たな

貸付金等により、43億204万円を一般財源から公共資産等整備一般財源等へ振り替えました。また、減価

償却により50億4,852万円を公共資産等整備国県補助金等及び公共資産等整備一般財源等からその他

一般財源等へ振り替えました。

　溶融スラグストックヤード整備事業、市営白浜住宅建替事業、福米西小学校校舎増築事業等で、4億

6,864万円の国県補助金を受け入れましたが、国県補助金の減価償却が11億7,929万円あり、前年度と比

べ7億1,824万円減少しました。

　この結果、期末純資産残高は、380億5,384万円となりました。

　前述の資産整備などのうち、国県補助金と建設地方債を除いたもので、1,009億4,750万円となっていま

す。

　「純経常行政コスト」388億8,138万円に対して、地方税や地方交付税などの一般財源を329億8,595万

円、補助金を97億6,572万円充てた結果、38億7,028万円の財源の増加となっています。

　災害復旧事業費816万円、損失補償等引当金繰入4億1,438万円などを計上しています。
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　４　資金収支計算書

　４－１　資金収支計算書とは

　４－２　資金収支計算書の概要

４－２－１　総括

　資金不足②
10億7,680万円

　資金不足③
87億5,085万円

経常的収支の部

収入
454億5,273万円

支出
332億1,696万円

　　収支余剰①

　122億3,577万円

公共資産整備収支の部

収入
15億5,953万円

支出
26億3,632万円

期末歳計現金残高
25億4,811万円

当年度歳計現金増減額
24億812万円（①-②-③）

24億812万円

期首歳計現金残高
1億3,999万円

資金収支計算書は、歳計現金（＝資金）の出入りの情報を「経常的収支の部」「公共資産整備収支の部」

「投資・財務的収支の部」の３つの区分に分けて表した財務書類です。

　「経常的収支の部」で生じた収支余剰（黒字）122億3,577万円で、「公共資産整備収支の部」の収支不足

（赤字）10億7,680万円と「投資・財務的収支の部」の収支不足（赤字）87億5,085万円を補てんしたところ24

億812万円の財源が増加し、期首歳計現金（黒字）1億3,999万円との合計による収支で黒字となり、期末

歳計現金残高は25億4,811万円に増加しました。

投資・財務的収支の部

収入
52億8,823万円

支出
140億3,908万円
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４－２－２　経常的収支の部

　１　経常的支出

　２　経常的収入

４－２－３　公共資産整備収支の部

　１　支出

　２　収入

４－２－４　投資・財務的収支の部

　１　支出

　２　収入

　貸付金が39億4,017万円、地方債償還額が68億1,352万円、他会計等への公債費充当財源繰出支出23

億8,302万円、基金積立額8億8,931万円等で、合計では140億3,908万円となっています。

　支出の財源となった貸付金回収額が41億7,567万円、地方債発行額が4億7,500万円、公共資産等売却

収入が1億7,597万円など、合計では52億8,823万円となっています。

　この結果、投資・財務的収支の額は87億5,085万円の赤字となっていますが、この不足額は、経常収支の

黒字により賄いました。

　人件費や物件費、社会保障給付費、補助金、支払利息、他会計への繰出金など日常の行政サービスを

行うにあたって必要な費用で332億1,696万円となっています。

　支出額の多い順に、社会保障給付90億7,019万円、人件費73億1,577万円、物件費58億554万円などと

なっています。

　地方税や地方交付税など日常の行政サービスを行うための支出を賄う収入で454億5,273万円となってい

ます。

　収入額の多い順に、地方税193億958万円、国県補助金等92億2,999万円、地方交付税87億8,895万円と

なっています。

　この結果、経常収支の差額122億3,577万円が公共資産整備や地方債償還などに充当されることになりま

す。

　社会資本を整備した公共資産整備支出が21億1,194万円、他団体に補助金を支出して公共資産を整備

した公共資産整備補助金等支出が2億5,853万円、他会計への繰出金や補助金等のうち建設費に充てら

れたものが2億6,585万円で、合計では26億3,632万円となっています。

　公共資産整備支出の財源となった国県支出金等が4億9,932万円、地方債発行額が9億9,100万円、その

他の収入が6,920万円で、合計では15億5,953万円となっています。

　この結果、公共資産整備の収支の額は10億7,680万円の赤字となっていますが、この不足額は、経常収

支の黒字により賄われたことになります。
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４－２－５　注記

　１　一時借入金に関する情報

　２　基礎的財政収支に関する情報

収入総額（繰越金除く）

地方債発行額

財政調整基金等取崩額

基礎的収入合計　Ａ

支出総額

地方債元利償還額

財政調整基金等積立額

基礎的支出合計　Ｂ

　一時借入金の借入限度額は150億円となっています。平成20年度中の一時借入金残高最高額は、平成

20年5月及び6月の49億円となっています。

　基礎的財政収支とは、地方債などの借金を除いた歳入と、過去の借金の元利払いなどを除いた歳出の差

のことで、歳出の方が多ければ将来の借金負担が増加していくことになり、少なければ借金が減少している

ことを示します。

　平成20年度では、合併振興基金造成、溶融スラグストックヤード整備事業や市営白浜住宅建替事業など

により地方債発行額が29億7,400万円となりましたが、地方債の元利償還金81億2,669万円のため、基礎的

財政収支は77億8,479万円のプラスとなっています。

基礎的財政収支Ａ－Ｂ 7,784,793

△ 41,541,700

基
礎
的
収
入

基
礎
的
支
出

（単位：千円）

52,300,490

△ 2,973,997

0

49,326,493

△ 49,892,366

8,126,685

223,981


