
平成22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　12億円）

（使用料などの受益者負担）

＝

　期首純資産残高
＋

・ 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 9億円

114億円

△18億円

　期末純資産残高　1,184億円

　期末歳計現金残高　12億円

　一般財源、補助金等受入

　資産評価替え等　　  　  2億円

△88億円

116億円

253億円

12億円

23億円

　 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22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。

（1.3％）

670億円
（34.7％）

78億円
（4.0％）

（93.5％）
100億円
（5.2％）

25億円

平成22年度決算　財務書類４表（普通会計）

資産 負債

　純経常行政コスト　431億円

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）

1,184億円

（61.3％）

73億円

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

1,807億円

442億円

　期首歳計現金残高　4億円

　資金増減額　　　   　8億円

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　　431億円

（１年間の資金（現金）の流れ）

1,175億円

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23年3月31日を基準日としています。

　 ただし、平成23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 193,208,576 負債・純資産合計 193,208,576

△ 29,168,310

2,138,983

純資産合計 118,456,128

37,539,516

107,945,939

［純資産の部］

0

413,554

74,752,448
2,252,524

230,380

0

207,280

1,181,083

△ 497,731

負債合計

4,811,663

2,422,235

180,682,928

177,876,454

2,806,474

2,482,904

［資産の部］

　平成22年度末の米子市の「資産」は、1,932億858万円です。

　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1,184億

5,613万円となっており、将来世代の負担である「負債」は747億5,245万円となっています。

　「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22年3月31日現在）

10,042,744

2,125,494

7,731,579

7,110,745

［負債の部］

（単位：千円）

133,353

7,273,979

67,020,869

59,613,537

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21億2,549万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48億1,166万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11億8,108万円となっています。

（５）回収不能見込額

　過去の回収実績から、4億9,773万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23億2,845万円、土地開発基金が9,300万円

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100億4,274万円となっています。

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1,778億7,645万円で「総資

産」の92.1%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935億1,882万円（構成比48.4%）、学校や社

会・体育施設など教育文化施設の整備に450億5,251万円（構成比23.3%）、処理施設などの整備に114億

1,395万円（構成比5.9%）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、1,806億8,293万円と「総資産」の93.5%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、28億647万円となっています。

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71億1,075万円となっています。

（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2億728万円となっています。

（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、22年度負担相当額で4億1,355万円となっています。

資産

純資産

純資産

　負債のうち、「固定負債」は、平成24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670億2,087万円となっています。

　地方債のうち、翌々年度以降に償還されるものが596億1,354万円あり、負債総額の79.7%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22年度に67億766万円発行し、69億9,391万円償

還した結果、残高は2億8,625万円減少して、667億2,428万円となりました。

　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、72億7,398万円となっています。

　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、77億3,158万円となって

います。

負債

純資産

　財政調整基金が9億7,051万円、減債基金が5,463万円あり、現金預金の合計は12億2,739万円となってい
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24億8,290万円となっていま

す。

平成22年度の歳入として調定していた地方税のうち2億8,753万円と、保育料や手数料など5,334万円から、
過去の回収実績より1億1,049万円を回収不能見込額として計上して、合計2億3,038万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

　地方債残高667億2,428万円のうち、343億9,840万円（51.6%）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。

　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281億6,831万円となっ

ています。

　これは、翌年度以降の負担額のうち、281億6,831万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1,778億7,645万円のうち、土地が594億3,390万円あり、償却資産は1,184億4,255万円となりま

す。減価償却累計額は962億1,377万円あり、償却資産の取得価格2，146億5,632万円に対して44.8%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134億

1,300万円あり、このうち、76億31万円が一般財源により充当されてい

ます。

　普通会計の将来負担額1，121億3,319万円に対して、628億5,152万円の将来負担軽減資産があり、差引実

質的な負担額は492億8,167万円となります。

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21億3,898万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1,079億4,594万円と

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375億3,952万円となっています。
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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 451

　１　公共資産 1,214 　２　流動負債 52

　２　投資等 68

　３　流動資産 17

負債合計 503

　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61.3％、将来世代の負担が38.7％となっています。

公共資産合計
1,806億8,293万円

（Ａ）

将来世代が負担
【38.7％】

（Ａ）－（Ｂ）
699億2,429万円

これまでの
世代が負担

【61.3％】
1,107億5,864万円

（Ｂ）

１人あたりの貸借対照表（平成23年3月31日現在）

［資産の部］ ［負債の部］

（単位：千円）

（H23.3.31現在住民基本台帳人口：148,757人）

　バランスシートを住民１人あたりに換算すると、資産は130万円、うち公共資産が121万円、投資等が7万

円となっています。

　これに対して、負債は50万円、純資産は80万円となっています。

［純資産の部］

純資産合計

資産合計 負債・純資産合計1,299 1,299

796
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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 52.6

②教育 25.3

③福祉 2.2

④環境衛生 6.4

⑤産業振興 5.7

⑥消防 2.3

⑦総務 5.4

100.0

(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52.6％、学校建設など教育が25.3％、処理施設

などの環境衛生が6.4％、漁港整備や農林業振興・観光施設整備などの産業振興が5.7％となってい

ます。

目的 資産額

有形固定資産合計

93,518,817

45,052,507

3,879,638

11,413,952

10,206,301

4,152,676

9,652,563

177,876,454

①生活インフラ・ 

国土保全 

52.6% 

②教育 

25.3% 

③福祉 

2.2% 

④環境衛生 

6.4% 

⑤産業振興 

5.7% 
⑥消防 

2.3% ⑦総務 

5.4% 

有形固定資産の割合 

－８－



　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 16.2
（１） 人件費 13.5
（２） 退職手当引当金繰入等 806,366 1.8
（３） 賞与引当金繰入等 413,554 0.9

２　物にかかるコスト 25.5
（１） 物件費 13.2
（２） 維持補修費 540,133 1.2
（３） 減価償却費 11.1

３　移転支出的なコスト 55.7
（１） 社会保障給付 25.9
（２） 補助金等 10.9
（３） 他会計への支出額 15.5
（４） 他団体への公共資産 3.5

整備補助金等

４　その他のコスト 2.6
（１） 支払利息 2.4
（２） 回収不能見込計上額 71,047 0.2
（３） その他行政コスト 0 0.0

１　使用料・手数料 3.6
２　分担金・負担金・寄附金 788,228 1.8

(差引）純経常行政コスト a-b 43,082,963 94.6

経常収益　b 2,342,054

1,553,826

5.4

7,021,509
1,586,544

1,095,442
1,166,489

5,020,528

11,573,226

11,763,697
4,949,597

25,321,347

6,012,565

　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22年度の「経常行政コスト」は非現金支出を含め、454億2,502万円、これに対して、「経常収益」は、

23億4,205万円（受益者負担割合は5.2％）で、差し引き「純経常行政コスト」は、430億8,296万円となってい

ます。

行政コスト計算書　（自　H22.4.1－至　H23.3.31）

区分 金額 構成比率

経常行政コスト　a

（単位：千円、％）

45,425,017 100.0

7,363,955
6,144,035

－９－



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

⑥消防

③福祉
②教育

　「経常行政コスト」を目的別に見てみると、福祉が195億5,137万円（構成比43.0％）と最も多く、次に生活イン

フラ・国土保全が58億2,392万円（構成比12.8％）、総務58億1,173万円（構成比12.8％）、環境衛生が47億

8,833万円（構成比10.5％）、教育37億2,332万円（構成比8.2％）、産業振興25億888万円（構成比5.5％）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73億6,396万円で「経常行政コスト」の16.2％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、115億7,323万円で「経常行政コスト」の25.5％を占めてお

り、内訳は、物件費が60億1,257万円、維持補修費が5億4,013万円、減価償却費が50億2,053万円となってい

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253億2,135万円で「経常行政コスト」の55.7％

を占めており、主なものは社会保障給付が117億6,370万円、他会計への支出金が70億2,151万円です。

　支払利息など「その他のコスト」は、11億6,649万円で「経常行政コスト」の2.6％を占めており、支払利息が10

億9,544万円、回収不能見込計上額が7,105万円となっています。

人にかかるコスト 

7,363,955千円  

16.2% 

物にかかるコスト 

11,573,226千円  

25.5% 

移転支出的な 

コスト 

 25,321,347千円  

55.7% 

その他のコスト 

 1,166,489千円 

 2.6% 

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 18,000 20,000

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 

71 

1,095 

306 

5,812 

1,745 

2,509 

4,788 

19,551 3,723 

（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22度の純経常行政コスト430億8,296万円に対して、地方税や地方交付税などの一般財源が314億

7,001万円、補助金が114億6,088万円ありました。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22年度中の資産変動額は、9億2,435万円の増 となっています。

　この結果、期首に1,175億3,178万円であった純資産残高が、期末では1,184億5,613万円となりました。

純資産変動計算書　（自　H22.4.1－至　H23.3.31）

△ 127,085

区分 金額

期首純資産残高 117,531,781

13,018,038

△ 262,624

△ 43,082,963

3,278,994

0

0

△ 218,116

70,762
0

期末純資産残高 118,456,128

924,347千円

（単位：千円）

31,470,012
18,386,682
9,804,336

△ 206,301

－１１－



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

　　13億1,956万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8億7,250万円減少し、マイナス291億6,831万円となっています。

　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2億1,817万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50億7647万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、51億7,574万円の一般財源を回収しましたが、新たな

貸付金等により、43億2,337万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50億2,053万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。

　加茂中学校特別教室棟改築事業、湊山中学校屋内運動場改築事業、東山中学校特別教室棟改築事

業等で、15億5,715万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11億6,351万円あ

り、前年度と比べ2億8,765万円減少しました。

　この結果、期末純資産残高は、375億3,952万円となりました。

　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、1,079億4,594万円となっていま

す。

　「純経常行政コスト」430億8,296万円に対して、地方税や地方交付税などの一般財源を314億7,001万

円、補助金を114億6,088万円充てた結果、8億7,250万円の財源の減少となっています。

　災害復旧事業費1億2,709万円、損失補償等引当金繰入2億630万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③ 113億6,874万円

支出
71億387万円

87億6,241万円

公共資産整備収支の部経常的収支の部

期末歳計現金残高
12億2,739万円

当年度歳計現金増減額
8億6,602万円（①-②-③）

8億6,602万円

期首歳計現金残高
3億6,137万円

　資金不足②

　　収支余剰①

17億4,031万円

収入
479億4,529万円

支出
365億7,655万円

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）113億6,874万円で、「公共資産整備収支の部」の収支不足

（赤字）17億4,031万円と「投資・財務的収支の部」の収支不足（赤字）87億6,241万円を補てんしたところ8

億6,602万円の財源が増加し、期首歳計現金（黒字）3億6,137万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12億2,739万円へ増加しました。

投資・財務的収支の部

収入
51億4,355万円

支出
139億596万円

収入
53億6,356万円

－１３－



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41億6,012万円、地方債償還額が69億9,392万円、他会計等への公債費充当財源繰出支出23

億42万円、基金積立額4億4,067万円等で、合計では139億596万円となっています。

　支出の財源となった貸付金回収額が43億7,536万円、地方債発行額が1億3,760万円、公共資産等売却

収入が1億3,609万円など、合計では51億4,355万円となっています。

　この結果、投資・財務的収支の額は87億6,241万円の赤字となっていますが、この不足額の一部は、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365億7,655万円となっています。

　支出額の多い順に、社会保障給付117億6,370万円、人件費75億1,830万円、物件費60億1,257万円など

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479億4,529万円となってい

ます。

　収入額の多い順に、地方税183億3,082万円、国県補助金等110億587万円、地方交付税98億437万円と

なっています。

　この結果、経常収支の差額113億6,874万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52億7,847万円、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15億8,654万円、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2億3,886万円で、合計では71億387万円となっています。

　公共資産整備支出の財源となった国県支出金等が19億7,083万円、地方債発行額が33億1,390万円、そ

の他の収入が7,884万円で、合計では53億6,356万円となっています。

　この結果、公共資産整備の収支の額は17億4,031万円の赤字となっていますが、この不足額の一部は、

経常収支の黒字により賄われたことになります。

－１４－



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

0

51,744,743

△ 57,586,385

8,079,000

219,477

　一時借入金の借入限度額は150億円となっています。

　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22年度では、加茂中学校特別教室棟改築事業、湊山中学校屋内運動場改築事業、東山中学校特

別教室棟改築事業などにより地方債発行額が67億766万円となりましたが、地方債の元利償還金80億7,900

万円のため、基礎的財政収支は24億5,684万円のプラスとなっています。

基礎的財政収支Ａ－Ｂ 2,456,835

△ 49,287,908

基
礎
的
収
入

基
礎
的
支
出

（単位：千円）

58,452,400

△ 6,707,657

－１５－


