
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

自治体名：松島町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額 科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産
46,173,313,945

  固定負債
6,069,799,854

    有形固定資産
42,415,284,938

    地方債
5,172,480,854

      事業用資産
11,929,346,651

    長期未払金
-

        土地
5,738,647,815

    退職手当引当金
897,319,000

        立木竹
-

    損失補償等引当金
-

        建物
14,187,447,456

    その他
-

        建物減価償却累計額
-8,149,985,129

  流動負債
654,753,251

        工作物
576,186,292

    １年内償還予定地方債
488,813,000

        工作物減価償却累計額
-422,949,783

    未払金
-

        船舶
-

    未払費用
-

        船舶減価償却累計額
-

    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
76,605,000

        航空機
-

    預り金
89,335,251

        航空機減価償却累計額
-

    その他
-

        その他
-

負債合計
6,724,553,105

        その他減価償却累計額
-

【純資産の部】

        建設仮勘定
-

  固定資産等形成分
48,199,460,208

      インフラ資産
30,318,209,204

  余剰分（不足分）
-5,137,445,389

        土地
3,453,871,559

        建物
11,139,198,272

        建物減価償却累計額
-6,157,470,957

        工作物
56,556,261,986

        工作物減価償却累計額
-34,673,651,656

        その他
-

        その他減価償却累計額
-

        建設仮勘定
-

      物品
714,170,023

      物品減価償却累計額
-546,440,940

    無形固定資産
21,022,005

      ソフトウェア
21,022,005

      その他
-

    投資その他の資産
3,737,007,002

      投資及び出資金
55,300,000

        有価証券
2,430,000

        出資金
52,870,000

        その他
-

      投資損失引当金
-

      長期延滞債権
46,349,002

      長期貸付金
68,215,000

      基金
3,573,755,000

        減債基金
-

        その他
3,573,755,000

      その他
-

      徴収不能引当金
-6,612,000

  流動資産
3,613,253,979

    現金預金
1,372,244,865

    未収金
215,249,851

    短期貸付金
-

    基金
2,026,146,263

      財政調整基金
1,725,455,263

      減債基金
300,691,000

    棚卸資産
-

    その他
-

    徴収不能引当金
-387,000

純資産合計
43,062,014,819

資産合計
49,786,567,924

負債及び純資産合計
49,786,567,924

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表

（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

自治体名：松島町

会計：一般会計等 （単位：円）

行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書

自　平成30年4月1日

至　平成31年3月31日

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

  経常費用

8,541,676,753

    業務費用

4,613,924,726

      人件費

1,096,470,432

        職員給与費

735,300,538

        賞与等引当金繰入額

76,605,000

        退職手当引当金繰入額

-

        その他

284,564,894

      物件費等

3,204,542,621

        物件費

1,165,046,882

        維持補修費

95,031,756

        減価償却費

1,899,185,711

        その他

45,278,272

      その他の業務費用

312,911,673

        支払利息

45,532,825

        徴収不能引当金繰入額

-2,018,000

        その他

269,396,848

    移転費用

3,927,752,027

      補助金等

1,421,553,479

      社会保障給付

267,412,670

      他会計への繰出金

2,222,476,594

      その他

16,309,284

  経常収益

574,601,779

    使用料及び手数料

87,829,595

    その他

486,772,184

純経常行政コスト

7,967,074,974

  臨時損失

240,328,778

    災害復旧事業費

240,259,072

    資産除売却損

69,706

    投資損失引当金繰入額

-

    損失補償等引当金繰入額

-

    その他

-

純行政コスト

8,206,762,584

    その他

-

  臨時利益

641,168

    資産売却益

641,168



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

自治体名：松島町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名科目名科目名科目名 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)

前年度末純資産残高
45,731,368,232 50,404,861,481 -4,673,493,249

  純行政コスト（△）
-8,206,762,584 -8,206,762,584

  財源
5,690,131,737 5,690,131,737

    税収等
4,984,092,101 4,984,092,101

    国県等補助金
706,039,636 706,039,636

  本年度差額
-2,516,630,847 -2,516,630,847

  固定資産等の変動（内部変動）
-2,039,793,516 2,039,793,516

    有形固定資産等の増加
1,542,318,548 -1,542,318,548

    有形固定資産等の減少
-1,899,255,415 1,899,255,415

    貸付金・基金等の増加
1,063,310,503 -1,063,310,503

    貸付金・基金等の減少
-2,746,167,152 2,746,167,152

  資産評価差額
- -

  無償所管換等
69,721 69,721

  その他
-152,792,287 -165,677,478 12,885,191

  本年度純資産変動額
-2,669,353,413 -2,205,401,273 -463,952,140

本年度末純資産残高
43,062,014,819 48,199,460,208 -5,137,445,389

0 0 0

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書

自　平成30年4月1日

至　平成31年3月31日



【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

自治体名：松島町

会計：一般会計等 （単位：円）

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書

自　平成30年4月1日

至　平成31年3月31日

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出
6,388,780,450

    業務費用支出
2,461,028,423

      人件費支出
1,099,068,147

      物件費等支出
1,305,356,910

      支払利息支出
45,532,825

      その他の支出
11,070,541

    移転費用支出
3,927,752,027

      補助金等支出
1,421,553,479

      社会保障給付支出
267,412,670

      他会計への繰出支出
2,222,476,594

      その他の支出
16,309,284

  業務収入
5,917,179,037

    税収等収入
4,989,810,759

    国県等補助金収入
718,543,636

    使用料及び手数料収入
88,116,930

    その他の収入
120,707,712

  臨時支出
271,170,382

    災害復旧事業費支出
240,259,072

    その他の支出
30,911,310

  臨時収入
182,060,000

業務活動収支
-560,711,795

【投資活動収支】

  投資活動支出
2,372,213,418

    公共施設等整備費支出
1,542,318,548

    基金積立金支出
748,894,870

    投資及び出資金支出
-

    貸付金支出
81,000,000

    その他の支出
-

  投資活動収入
2,937,664,886

    国県等補助金収入
456,277,000

    基金取崩収入
2,391,125,356

    貸付金元金回収収入
89,621,362

    資産売却収入
641,168

    その他の収入
-

投資活動収支
565,451,468

【財務活動収支】

  財務活動支出
494,160,930

    地方債償還支出
494,160,930

    その他の支出
-

  財務活動収入
285,268,000

    地方債発行収入
285,268,000

前年度末歳計外現金残高
94,475,291

本年度歳計外現金増減額
-5,140,040

本年度末歳計外現金残高
89,335,251

本年度末現金預金残高
1,372,244,865

    その他の収入
-

財務活動収支
-208,892,930

本年度資金収支額
-204,153,257

前年度末資金残高
1,487,062,871

本年度末資金残高
1,282,909,614



【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

自治体名：松島町

会計：全体会計 （単位：円）

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額 科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産
55,092,720,814

  固定負債
11,026,720,659

    有形固定資産
51,017,081,112

    地方債等
9,834,925,329

      事業用資産
12,219,196,187

    長期未払金
-

        土地
6,015,398,031

    退職手当引当金
922,807,030

        土地減損損失累計額
-

    損失補償等引当金
-

        立木竹
-

    その他
268,988,300

        立木竹減損損失累計額
-

  流動負債
1,281,854,168

        建物
14,201,487,456

    １年内償還予定地方債等
1,036,999,088

        建物減価償却累計額
-8,150,925,809

    未払金
38,287,794

        建物減損損失累計額
-

    未払費用
-

        工作物
576,186,292

    前受金
703,400

        工作物減価償却累計額
-422,949,783

    前受収益
-

        工作物減損損失累計額
-

    賞与等引当金
98,063,675

        船舶
-

    預り金
89,335,251

        船舶減価償却累計額
-

    その他
18,464,960

        船舶減損損失累計額
-

負債合計
12,308,574,827

        浮標等
-

【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額
-

  固定資産等形成分
57,451,316,008

        浮標等減損損失累計額
-

  余剰分（不足分）
-8,130,847,972

        航空機
-

  他団体出資等分
-

        航空機減価償却累計額
-

        航空機減損損失累計額
-

        その他
-

        その他減価償却累計額
-

        その他減損損失累計額
-

        建設仮勘定
-

      インフラ資産
38,550,582,201

        土地
3,817,704,211

        土地減損損失累計額
-

        建物
12,007,252,643

        建物減価償却累計額
-6,940,028,181

        建物減損損失累計額
-

        工作物
72,956,642,620

        工作物減価償却累計額
-43,904,600,204

        工作物減損損失累計額
-

        その他
-

        その他減価償却累計額
-

        その他減損損失累計額
-

        建設仮勘定
613,611,112

      物品
1,255,247,558

      物品減価償却累計額
-1,007,944,834

      物品減損損失累計額
-

    無形固定資産
21,626,805

      ソフトウェア
21,626,805

      その他
-

    投資その他の資産
4,054,012,897

      投資及び出資金
55,300,000

        有価証券
2,430,000

        出資金
52,870,000

        その他
-

      長期延滞債権
137,563,611

      長期貸付金
68,215,000

      基金
3,818,549,286

        減債基金
-

        その他
3,818,549,286

      その他
-

      徴収不能引当金
-25,615,000

  流動資産
6,536,322,049

    現金預金
3,825,254,232

    未収金
371,048,843

    短期貸付金
-

    基金
2,358,595,194

      財政調整基金
2,057,904,194

      減債基金
300,691,000

    棚卸資産
4,353,970

    その他
-

    徴収不能引当金
-22,930,190

  繰延資産
-

純資産合計
49,320,468,036

資産合計
61,629,042,863

負債及び純資産合計
61,629,042,863

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表

（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

自治体名：松島町

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益

641,168

    その他

-

純行政コスト

10,047,769,124

    損失補償等引当金繰入額

-

    その他

-

  臨時利益

641,168

  臨時損失

240,968,437

    災害復旧事業費

240,259,072

    資産除売却損

709,365

    使用料及び手数料

932,969,308

    その他

634,919,190

純経常行政コスト

9,807,441,855

      社会保障給付

267,574,670

      その他

48,328,540

  経常収益

1,567,888,498

        その他

324,373,808

    移転費用

5,169,083,284

      補助金等

4,853,180,074

      その他の業務費用

452,860,351

        支払利息

132,602,113

        徴収不能引当金繰入額

-4,115,570

        維持補修費

183,514,103

        減価償却費

2,303,878,861

        その他

67,574,376

        その他

320,771,328

      物件費等

4,491,282,146

        物件費

1,936,314,806

        職員給与費

853,242,923

        賞与等引当金繰入額

87,652,627

        退職手当引当金繰入額

437,694

  経常費用

11,375,330,353

    業務費用

6,206,247,069

      人件費

1,262,104,572

連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書

自　平成30年4月1日

至　平成31年3月31日

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

自治体名：松島町

会計：全体会計 （単位：円）

科目名科目名科目名科目名 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分) 他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分

前年度末純資産残高
50,516,776,145 57,785,796,644 -7,269,020,499 -

  純行政コスト（△）
-10,047,769,124 -10,047,769,124 -

  財源
8,851,391,294 8,851,391,294 -

    税収等
6,046,668,150 6,046,668,150 -

    国県等補助金
2,804,723,144 2,804,723,144 -

  本年度差額
-1,196,377,830 -1,196,377,830 -

  固定資産等の変動（内部変動）
-334,550,357 334,550,357

    有形固定資産等の増加
3,508,716,304 -3,508,716,304

    有形固定資産等の減少
-2,303,647,544 2,303,647,544

    貸付金・基金等の増加
1,324,076,089 -1,324,076,089

    貸付金・基金等の減少
-2,863,695,206 2,863,695,206

  資産評価差額
- -

  無償所管換等
69,721 69,721

  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
- - -

  本年度純資産変動額
-1,196,308,109 -334,480,636 -861,827,473 -

本年度末純資産残高
49,320,468,036 57,451,316,008 -8,130,847,972 -

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書

自　平成30年4月1日

至　平成31年3月31日



【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

自治体名：松島町

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高
94,475,291

本年度歳計外現金増減額
-5,140,040

本年度末歳計外現金残高
89,335,251

本年度末現金預金残高
3,825,254,232

財務活動収支
-21,382,328

本年度資金収支額
-345,374,895

前年度末資金残高
4,081,293,876

比例連結割合変更に伴う差額
-

本年度末資金残高
3,735,918,981

    地方債等償還支出
990,150,328

    その他の支出
-

  財務活動収入
968,768,000

    地方債等発行収入
968,768,000

    その他の収入
-

    資産売却収入
1,509

    その他の収入
12,053,000

投資活動収支
-1,266,108,863

【財務活動収支】

  財務活動支出
990,150,328

    その他の支出
-

  投資活動収入
3,330,344,747

    国県等補助金収入
745,921,520

    基金取崩収入
2,482,747,356

    貸付金元金回収収入
89,621,362

  投資活動支出
4,596,453,610

    公共施設等整備費支出
3,506,316,904

    基金積立金支出
1,009,136,706

    投資及び出資金支出
-

    貸付金支出
81,000,000

    災害復旧事業費支出
240,259,072

    その他の支出
-

  臨時収入
182,060,000

業務活動収支
942,116,296

【投資活動収支】

    税収等収入
6,073,462,006

    国県等補助金収入
2,602,227,624

    使用料及び手数料収入
935,931,455

    その他の収入
217,440,965

  臨時支出
240,259,072

    移転費用支出
5,169,083,284

      補助金等支出
4,853,180,074

      社会保障給付支出
267,574,670

      その他の支出
48,328,540

  業務収入
9,829,062,050

    業務費用支出
3,659,663,398

      人件費支出
1,270,413,277

      物件費等支出
2,189,840,466

      支払利息支出
132,602,113

      その他の支出
66,807,542

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書

自　平成30年4月1日

至　平成31年3月31日

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出
8,828,746,682



【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

自治体名：松島町

会計：連結会計 （単位：円）

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額 科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産
56,252,070,800

  固定負債
11,253,952,294

    有形固定資産
51,829,105,397

    地方債等
9,896,253,873

      事業用資産
12,957,345,005

    長期未払金
-

        土地
6,030,035,580

    退職手当引当金
1,088,710,121

        土地減損損失累計額
-

    損失補償等引当金
-

        立木竹
-

    その他
268,988,300

        立木竹減損損失累計額
-

  流動負債
1,299,713,174

        建物
16,015,929,238

    １年内償還予定地方債等
1,043,838,731

        建物減価償却累計額
-9,308,199,900

    未払金
38,287,794

        建物減損損失累計額
-

    未払費用
-

        工作物
650,759,518

    前受金
703,400

        工作物減価償却累計額
-479,609,629

    前受収益
-

        工作物減損損失累計額
-

    賞与等引当金
108,892,114

        船舶
-

    預り金
89,526,175

        船舶減価償却累計額
-

    その他
18,464,960

        船舶減損損失累計額
-

負債合計
12,553,665,468

        浮標等
-

【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額
-

  固定資産等形成分
58,681,937,485

        浮標等減損損失累計額
-

  余剰分（不足分）
-8,356,391,708

        航空機
-

  他団体出資等分
-

        航空機減価償却累計額
-

        航空機減損損失累計額
-

        その他
10,078

        その他減価償却累計額
-10,078

        その他減損損失累計額
-

        建設仮勘定
48,430,198

      インフラ資産
38,550,582,201

        土地
3,817,704,211

        土地減損損失累計額
-

        建物
12,007,252,643

        建物減価償却累計額
-6,940,028,181

        建物減損損失累計額
-

        工作物
72,956,642,620

        工作物減価償却累計額
-43,904,600,204

        工作物減損損失累計額
-

        その他
-

        その他減価償却累計額
-

        その他減損損失累計額
-

        建設仮勘定
613,611,112

      物品
1,466,990,581

      物品減価償却累計額
-1,145,812,390

      物品減損損失累計額
-

    無形固定資産
21,626,805

      ソフトウェア
21,626,805

      その他
-

    投資その他の資産
4,401,338,598

      投資及び出資金
55,300,000

        有価証券
2,430,000

        出資金
52,870,000

        その他
-

      長期延滞債権
137,563,611

      長期貸付金
68,215,000

      基金
4,165,874,987

        減債基金
-

        その他
4,165,874,987

      その他
-

      徴収不能引当金
-25,615,000

  流動資産
6,627,140,445

    現金預金
3,844,801,137

    未収金
371,048,843

    短期貸付金
-

    基金
2,429,866,685

      財政調整基金
2,129,175,685

      減債基金
300,691,000

    棚卸資産
4,353,970

    その他
-

    徴収不能引当金
-22,930,190

  繰延資産
-

純資産合計
50,325,545,777

資産合計
62,879,211,245

負債及び純資産合計
62,879,211,245

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表

（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

自治体名：松島町

会計：連結会計 （単位：円）

金額金額金額金額

11,764,261,655

6,575,703,942

1,435,209,407

1,007,988,604

98,481,066

437,694

328,302,043

4,685,763,781

2,039,075,656

210,898,314

2,368,215,435

67,574,376

454,730,754

132,695,905

-4,115,570

326,150,419

5,188,557,713

4,871,772,025

267,574,670

49,211,018

1,594,776,545

942,329,193

652,447,352

10,169,485,110

240,968,437

240,259,072

709,365

-

-

750,047

750,047

-

10,409,703,500

  経常費用

    業務費用

      人件費

連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書

自　平成30年4月1日

至　平成31年3月31日

科目名科目名科目名科目名

        その他

      物件費等

        物件費

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

      その他の業務費用

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        維持補修費

        減価償却費

        その他

      社会保障給付

      その他

  経常収益

        その他

    移転費用

      補助金等

  臨時損失

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト

    資産売却益

    その他

純行政コスト

    損失補償等引当金繰入額

    その他

  臨時利益



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

自治体名：松島町

会計：連結会計 （単位：円）

科目名科目名科目名科目名 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分) 他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分

前年度末純資産残高
50,516,776,145 57,785,796,644 -7,269,020,499 -

  純行政コスト（△）
-10,409,703,500 -10,409,703,500 -

  財源
9,222,197,253 9,222,197,253 -

    税収等
6,414,664,686 6,414,664,686 -

    国県等補助金
2,807,532,567 2,807,532,567 -

  本年度差額
-1,187,506,247 -1,187,506,247 -

  固定資産等の変動（内部変動）
-272,984,201 272,984,201

    有形固定資産等の増加
3,568,293,874 -3,568,293,874

    有形固定資産等の減少
-2,367,984,120 2,367,984,120

    貸付金・基金等の増加
1,402,046,416 -1,402,046,416

    貸付金・基金等の減少
-2,875,340,371 2,875,340,371

  資産評価差額
- -

  無償所管換等
2,886,567 2,886,567

  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
-37,130,726 66,455,107 -103,585,833 -

  その他
1,030,520,038 1,099,783,368 -69,263,330

  本年度純資産変動額
-191,230,368 896,140,841 -1,087,371,209 -

本年度末純資産残高
50,325,545,777 58,681,937,485 -8,356,391,708 -

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書

自　平成30年4月1日

至　平成31年3月31日



【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

自治体名：松島町

会計：連結会計 （単位：円）

金額金額金額金額

9,154,018,078

3,965,460,365

1,444,194,779

2,319,985,528

132,695,905

68,584,153

5,188,557,713

4,871,772,025

267,574,670

49,211,018

10,212,516,524

6,441,458,542

2,602,325,329

945,291,339

223,441,314

240,259,072

240,259,072

-

182,060,000

1,000,299,374

4,715,845,989

3,565,894,473

1,068,951,516

-

81,000,000

-

3,342,476,330

746,299,059

2,494,392,521

89,621,362

110,388

12,053,000

-1,373,369,659

995,202,602

995,202,602

-

1,005,468,542

1,005,468,542

-

10,265,940

-362,804,345

4,118,744,329

-671,763

3,755,268,221

94,475,291

-4,942,375

89,532,916

3,844,801,137

  業務支出

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書

自　平成30年4月1日

至　平成31年3月31日

科目名科目名科目名科目名

【業務活動収支】

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債等発行収入

    その他の収入

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高


