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平成19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　1億円）

（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

　一般財源、補助金等受入

収益

1,863億円

390億円

　期首歳計現金残高　2億円

　資金増減額　　　　△1億円

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　　390億円

（１年間の資金（現金）の流れ）

1,121億円

　 本市では、これまで、財政状況をわかりやすく説明するための取組みとして、旧総務省方式に基づ

いた「貸借対照表（バランスシート）」と「行政コスト計算書」を作成・公表してきました。

　 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、これら２表に、「純

資産変動計算書」及び「資金収支計算書」を加えた財務書類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

における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

（0.4％）

750億円
（38.1％）
80億円
（4.1％）

（94.7％）

行政コスト計算書

73億円

110億円

208億円

平成19年度決算　財務書類４表（普通会計）

１年間に要した行政サービスのコスト

貸借対照表

（資産の状況とその財源）

経常行政コスト

　期末純資産残高　1,137億円

　期末歳計現金残高　1億円

96億円
（4.9％）
8億円

1,137億円

（57.8％）
　純経常行政コスト　390億円

資金収支計算書

純資産

　資産評価替え等　　△16億円

△84億円

22億円

23億円

16億円

96億円

△13億円
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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20年3月31日を基準日としています。

　 ただし、平成20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。

将来の世代が負担

（今後、支払いが必要）

純資産

これまでの世代が負担

（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。

　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

（土地・建物・預金など）

負債
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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

7,978,576

7,233,472

［負債の部］

（単位：千円）

608,957

7,266,038

［資産の部］

　平成19年度末の米子市の「資産」は、1,966億3,707万円です。

　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1,136億

7,803万円となっており、将来世代の負担である「負債」は829億5,904万円となっています。

　「負債」と「純資産」の割合は、概ね42:58となっています。

貸借対照表

（平成20年3月31日現在）

186,281,655

183,669,068

2,612,587

74,980,468

67,105,473

0

9,578,400

2,312,455

5,437,632

1,130,318

0

483,087

82,959,044

777,019

504,627

272,392

0

262,017

1,172,287

△ 474,292

負債合計

38,772,077

98,777,510

［純資産の部］

△ 28,681,827

4,810,270

純資産合計 113,678,030

資産合計 196,637,074 負債・純資産合計 196,637,074
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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25億7,312万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54億3,763万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11億7,229万円となっています。

（５）回収不能見込額

　過去の回収実績から、1億5,998万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10億2,985万円、土地開発基金が9,969万円

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95億7,840万円となっています。

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1,836億6,907万円で「総資

産」の93.4%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971億6,079万円（構成比52.9%）、学校や社

会・体育施設など教育文化施設の整備に444億3,786万円（構成比24.2%）、農地や農林道などの整備に

107億547万円（構成比5.8%）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、1,862億8,166万円と「総資産」の94.7%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、26億1,259万円となっています。

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72億3,347万円となっています。

（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2億6,202万円となっています。

（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、19年度負担相当額で4億8,309万円となっています。

負債

純資産

　財政調整基金が3億4,434万円、減債基金が2,030万円あり、現金預金の合計は5億463万円となっていま
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7億7,702万円となっていま

す。

平成19年度の歳入として調定していた地方税のうち3億7,932万円と、保育料や手数料など5,305万円の合わ

せて4億3,237万円が未収金となっています。このうち、過去の回収実績から1億5,998万円を回収不能見込額

として計上しています。

資産

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、79億7,858万円となって

います。

純資産

　負債のうち、「固定負債」は、平成２１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７４９億８,０４７万円となっています。

　地方債のうち、翌々年度以降に償還されるものが671億547万円あり、負債総額の80.9%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19年度に75億935万円発行し、68億6,659万円償

還した結果、残高は6億4,277万円増加して、743億3,895万円となりました。

　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、72億6,604万円となっています。
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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

　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987億7,775万円と

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387億7,208万円となっています。

　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286億8,183万円となっ

ています。

　これは、翌年度以降の負担額のうち、286億8,183万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1，836億6,907万円のうち、土地が575億1，866万円あり、償却資産は1,261億5,041万円となり

ます。減価償却累計額は811億1,143万円あり、償却資産の取得価格2，072億6,184万円に対して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136億

2,675万円あり、このうち、74億5,699万円が一般財源により充当されて

います。

　地方債残高743億3,895万円のうち、327億2,483万円（44.0%）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1，224億2，926万円に対して、655億1，953万円の将来負担軽減資産があり、差引

実質的な負担額は569億973万円となります。

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48億1,027万円を資産評価差額として計上しています。
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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 503

　１　公共資産 1,249 　２　流動負債 53

　２　投資等 64

　３　流動資産 5

1,318

762

負債合計 556

（単位：千円）

（H20.3.31現在住民基本台帳人口：149,153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132万円、うち公共資産が125万円、投資等が6万

円となっています。

　これに対して、負債は56万円、純資産は76万円となっています。

［純資産の部］

純資産合計

資産合計 負債・純資産合計1,318

　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57.8％、将来世代の負担が42.2％となっています。

公共資産合計
1,862億8,166万円

（Ａ）

将来世代が負担
【42.2％】

（Ａ）－（Ｂ）
786億1,086万円

これまでの
世代が負担

【57.8％】
1,076億7,080万円

（Ｂ）

１人あたりの貸借対照表（平成20年3月31日現在）

［資産の部］ ［負債の部］
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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 52.9

②教育 24.2

③福祉 2.4

④環境衛生 7.1

⑤産業振興 5.8

⑥消防 2.3

⑦総務 5.3

100.0

4,295,720

9,625,388

183,669,068

(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52.9％、学校建設など教育が24.2％、漁港整備

や農林業振興・観光施設整備などの産業振興が5.8％、庁舎等の総務が5.3％となっています。

目的 資産額

有形固定資産合計

97,160,786

44,437,863

4,436,280

13,007,561

10,705,470

①生活インフラ・

国土保全

52.9%

②教育

24.2%

③福祉

2.4%

④環境衛生

7.1%

⑤産業振興

5.8%
⑥消防

2.3% 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 17.8
（１） 人件費 14.8
（２） 退職手当引当金繰入等 736,908 1.8
（３） 賞与引当金繰入等 483,087 1.2

２　物にかかるコスト 26.7
（１） 物件費 13.9
（２） 維持補修費 335,573 0.8
（３） 減価償却費 12.0

３　移転支出的なコスト 50.3
（１） 社会保障給付 21.8
（２） 補助金等 12.5
（３） 他会計への支出額 15.4
（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 5.2
（１） 支払利息 3.4
（２） 回収不能見込計上額 742,700 1.8
（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 695,520 1.7

　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19年度の「経常行政コスト」は非現金支出を含め、412億7,641万円、これに対して、「経常収益」は、

23億2,462万円（受益者負担割合は、5.6％）で、差し引き「純経常行政コスト」は、389億5,179万円となって

います。

行政コスト計算書　（自　H19.4.1－至　H20.3.31）

20,743,532

区分 金額 構成比率

経常行政コスト　a

（単位：千円、％）

41,276,405 100.0

7,338,559
6,118,564

5,726,533

4,978,132

11,040,238

9,011,487
5,136,330
6,361,648

234,067

1,411,376
2,154,076

(差引）純経常行政コスト a-b 38,951,790 94.4

経常収益　b 2,324,615

1,629,095

5.6
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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157億8,867万円（構成比38.3％）と最も多く、次に生活イン

フラ・国土保全が57億8,296万円（構成比14.0％）、環境衛生が52億1,476万円（構成比12.6％）、総務42億

7,293万円（構成比10.4％）、教育39億6,632万円（構成比9.6％）、産業振興21億1,477万円（構成比5.1％）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73億3,856万円で「経常行政コスト」の17.8％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、110億4,024万円で「経常行政コスト」の26.7％を占めてお

り、内訳は、物件費が57億2,653万円、維持補修費が3億3,557万円、減価償却費が49億7,813万円となってい

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207億4,353万円で「経常行政コスト」の50.3％

を占めており、主なものは社会保障給付が90億1,149万円、他会計への支出金が63億6,165万円です。

　支払利息など「その他のコスト」は、21億5,408万円で「経常行政コスト」の5.2％を占めており、支払利息が14

億1,138万円、回収不能見込計上額が7億4,270万円となっています。

人にかかるコスト

7,338,559千円

17.8%

物にかかるコスト

11,040,238千円

26.7%

移転支出的な

コスト

20,743,532千円 50.3%

その他のコスト

2,154,076千円

5.2%

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

743

1,411

333

4,273

1,647

2,115

5,215

15,7893,966

5,783

（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

期末純資産残高 113,678,030

＋1,595,065千円

（単位：千円）

30,938,963
19,352,871
8,121,343

△ 608,957

0

2,441,297

△ 72,324

79,788
△ 260,669

8,052,374

△ 813,455

△ 38,951,790

3,464,749

　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19年度の純経常行政コスト389億5,179万円に対して、地方税や地方交付税などの一般財源が309億

3,896万円、補助金が73億6,881万円ありました。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19年度中の資産変動額は、15億9,507万円の増となっています。

　この結果、期首に1,120億8,297万円であった純資産残高が、期末では1,136億7,803万円となりました。

純資産変動計算書　（自　H19.4.1－至　H20.3.31）

△ 23,617

区分 金額

期首純資産残高 112,082,965
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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

　　10億328万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20億526万円減少し、マイナス286億8,183万円となっています。

　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7,232万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49億7,813万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、87億1,072万円の一般財源を回収しましたが、新たな

貸付金等により、75億9,416万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49億7,813万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。

　学校給食施設整備事業、皆生漁港整備事業、市営白浜住宅建替事業等で、6億8,356万円の国県補助

金を受け入れましたが、国県補助金の減価償却が11億8,052万円あり、前年度と比べ5億271万円減少しま

した。

　この結果、期末純資産残高は、387億7,208万円となりました。

　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、987億7,751万円となっていま

す。

　「純経常行政コスト」389億5,179万円に対して、地方税や地方交付税などの一般財源を309億3,896万

円、補助金を73億6,881万円充てた結果、6,440万円のコスト超過となっています。

　災害復旧事業費2,362万円、投資損失2億6,067万円、損失補償等引当金繰入6億896万円などを計上し

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）95億6,960万円で、「公共資産整備収支の部」の収支不足

（赤字）12億4,567万円と「投資・財務的収支の部」の収支不足（赤字）84億4,501万円を補てんしたところ1

億2,108万円の財源不足が生じ、期首歳計現金（黒字）2億6,107万円との合計による収支で黒字にはなる

ものの、期末歳計現金残高は1億3,999万円に悪化しました。

投資・財務的収支の部

収入
125億9,257万円

支出
210億3,758万円

　資金不足②
12億4,567万円

期末歳計現金残高
1億3,999万円

当年度歳計現金増減額
△1億2,108万円（①-②-③）

△1億2,108万円

期首歳計現金残高
2億6,107万円

　　　収支余剰①

　95億6,960万円 　資金不足③
84億4,501万円

経常的収支の部

収入
420億1,041万円

支出
324億4,081万円

公共資産整備収支の部

収入
25億7,467万円

支出
38億2,034万円
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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109億7，391万円、地方債償還額が68億6,659万円、他会計等への公債費充当財源繰出支出

24億3,919万円、基金積立額7億5,781万円等で、合計では210億3,758万円となっています。

　支出の財源となった貸付金回収額が78億9，552万円、地方債発行額が39億5,930万円、公共資産等売

却収入が7,979万円など、合計では125億9,257万円となっています。

　この結果、投資・財務的収支の額は84億4,501万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、なお不足する1億2,108万円については繰越金（期首歳計現金残高）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324億4,081万円となっています。

　支出額の多い順に、社会保障給付90億1,149万円、物件費57億2,653万円、補助金等51億3,633万円な

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420億1,041万円となってい

ます。

　収入額の多い順に、地方税192億2,557万円、地方交付税81億2,134万円、国県補助金等72億9，319万

円となっています。

　この結果、経常収支の差額95億6,960万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33億4,197万円、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2億3,407万円、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2億4,430万円で、合計では38億2,034万円となっています。

　公共資産整備支出の財源となった国県支出金等が7億2,767万円、地方債発行額が18億520万円、その

他の収入が4,180万円で、合計では25億7,467万円となっています。

　この結果、公共資産整備の収支の額は12億4,567万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

△ 7,509,346

△ 88,000

49,580,305

△ 57,298,733

8,236,054

224,815

　一時借入金の借入限度額は185億1,400万円となっています。平成19年度中の一時借入金残高最高額

は、平成19年5月及び6月の89億7,296万円となっています。

　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19年度では、土地開発公社貸付金、学校給食施設整備事業や合併振興基金造成などにより地方債

発行額が75億934万円となりましたが、地方債の元利償還金82億3,605万円のため、基礎的財政収支は7億

4,244万円のプラスとなっています。

基礎的財政収支Ａ－Ｂ 742,441

△ 48,837,864

基
礎
的
収
入

基
礎
的
支
出

（単位：千円）

57,177,651


