
平成21年度年度計画変更事項及び変更理由
（下線部は変更箇所）

変更後 変更前 変更理由

年度計画の予算等（平成21年度）【法人単位】 年度計画の予算等（平成21年度）【法人単位】
別表１ 予算 （単位：百万円） 別表１ 予算 （単位：百万円） 平成21年度補正予算

区分 金額 区分 金額 成立（平成21年５月2
収 入 収 入 9日）を受けて見直す

政府補給金 111,400 政府補給金 111,400 もの。
政府交付金 20,000 政府交付金 20,000
政府出資金 495,600 政府出資金 92,600
政府融資資金借入金 30,000 政府融資資金借入金 30,000
民間借入金 205,774 民間借入金 189,351
住宅金融支援機構債券 5,441,697 住宅金融支援機構債券 3,858,097
住宅金融支援機構財形住宅債券 96,282 住宅金融支援機構財形住宅債券 96,282
住宅金融支援機構住宅宅地債券 62,735 住宅金融支援機構住宅宅地債券 62,735
買取債権回収金 263,975 買取債権回収金 246,805
貸付回収金 4,294,086 貸付回収金 4,294,086
業務収入 1,339,353 業務収入 1,300,609
その他収入 206,672 その他収入 200,041

計 12,567,574 計 10,502,006
支 出 支 出

業務経費 222,892 業務経費 210,824
証券化支援業務関係経費 38,847 証券化支援業務関係経費 27,959
住宅融資保険業務関係経費 2,745 住宅融資保険業務関係経費 2,708
財形住宅資金貸付業務関係経費 1,402 財形住宅資金貸付業務関係経費 1,402
住宅資金貸付等業務関係経費 138,122 住宅資金貸付等業務関係経費 136,979
既往債権管理業務関係経費 41,776 既往債権管理業務関係経費 41,776

買取債権 3,800,000 買取債権 2,200,000
貸付金 859,824 貸付金 559,824
借入金等償還 4,847,217 借入金等償還 4,829,198
支払利息 1,169,960 支払利息 1,147,224
一般管理費 5,470 一般管理費 5,470
人件費 11,142 人件費 11,142
その他支出 636,899 その他支出 229,216

計 11,553,404 計 9,192,897
【人件費の見積り】 【人件費の見積り】
期間中総額8,702百万円を支出する。 期間中総額8,702百万円を支出する。
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、 ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、

超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 超過勤務手当に相当する範囲の費用である。
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しない （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しない

ことがある。 ことがある。
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別表２ 収支計画 （単位：百万円） 別表２ 収支計画 （単位：百万円）
区分 金額 区分 金額 平成21年度補正予算

収益の部 1,350,143 収益の部 1,304,998 成立（平成21年５月2
経常収益 1,350,143 経常収益 1,304,998 9日）を受けて見直す
資金運用収益 1,225,132 資金運用収益 1,189,360 もの。
保険引受収益 123,064 保険引受収益 113,690
役務取引等収益 1,775 役務取引等収益 1,775
その他経常収益 172 その他経常収益 172

特別利益 - 特別利益 -
その他の特別利益 - その他の特別利益 -

費用の部 1,438,495 費用の部 1,394,171
経常費用 1,438,495 経常費用 1,394,171
資金調達費用 1,102,029 資金調達費用 1,080,228
保険引受費用 140,881 保険引受費用 133,584
役務取引等費用 29,870 役務取引等費用 28,153
その他業務費用 36,944 その他業務費用 26,267
営業経費 41,245 営業経費 41,137
その他経常費用 87,525 その他経常費用 84,803

特別損失 - 特別損失 -
その他の特別損失 - その他の特別損失 -

純損失 △88,352 純損失 △89,174
目的積立金取崩額 19,415 目的積立金取崩額 21,035
総損失 △68,937 総損失 △68,139
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しな （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しな

いことがある。 いことがある。

2



3

別表３ 資金計画 （単位：百万円） 別表３ 資金計画 （単位：百万円）
区分 金額 区分 金額 平成21年度補正予算

資金支出 資金支出 成立（平成21年５月2
業務活動による支出 6,045,733 業務活動による支出 4,120,325 9日）を受けて見直す
買取債権の取得による支出 3,800,000 買取債権の取得による支出 2,200,000 もの。
貸付けによる支出 859,824 貸付けによる支出 559,824
人件費支出 11,142 人件費支出 11,142
その他業務支出 204,807 その他業務支出 202,136
その他支出 1,169,960 その他支出 1,147,224

投資活動による支出 627,095 投資活動による支出 219,412
財務活動による支出 4,847,217 財務活動による支出 4,829,198
民間長期借入金の返済による支出 194,987 民間長期借入金の返済による支出 194,987
債券の償還による支出 1,015,153 債券の償還による支出 997,133
財政融資資金借入金の返済による支出 3,606,825 財政融資資金借入金の返済による支出 3,606,825
旧簡易生命保険資金借入金の返済による支出 30,253 旧簡易生命保険資金借入金の返済による支出 30,253

次年度への繰越金 2,435,796 次年度への繰越金 2,730,734
資金収入 資金収入

業務活動による収入 6,121,553 業務活動による収入 6,059,008
買取債権の回収による収入 263,975 買取債権の回収による収入 246,805
貸付金の回収による収入 4,294,086 貸付金の回収による収入 4,294,086
買取債権利息収入 156,270 買取債権利息収入 131,248
貸付金利息収入 1,040,928 貸付金利息収入 1,038,130
その他業務収入 177,395 その他業務収入 166,472
政府補給金収入 111,400 政府補給金収入 111,400
未収財源措置予定額収入 111,400 未収財源措置予定額収入 111,400

政府交付金収入 20,000 政府交付金収入 20,000
その他収入 57,498 その他収入 50,867

投資活動による収入 113,933 投資活動による収入 113,933
財務活動による収入 6,298,730 財務活動による収入 4,305,104
民間短期借入金の純増額 22,874 民間短期借入金の純増額 6,451
民間長期借入金の借入れによる収入 182,900 民間長期借入金の借入れによる収入 182,900
債券の発行による収入 5,567,356 債券の発行による収入 3,993,153
財政融資資金借入金の借入れによる収入 30,000 財政融資資金借入金の借入れによる収入 30,000
政府出資金収入 495,600 政府出資金収入 92,600

前年度よりの繰越金 1,421,626 前年度よりの繰越金 1,421,626
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことが （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことが

ある。 ある。
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年度計画の予算等（平成21年度）【証券化支援勘定】 年度計画の予算等（平成21年度）【証券化支援勘定】
別表１ 予算 （単位：百万円） 別表１ 予算 （単位：百万円） 平成21年度補正予算

区分 金額 区分 金額 成立（平成21年５月2
収 入 収 入 9日）を受けて見直す

政府補給金 - 政府補給金 - もの。
政府交付金 - 政府交付金 -
政府出資金 346,000 政府出資金 86,000
政府融資資金借入金 - 政府融資資金借入金 -
民間借入金 22,874 民間借入金 6,451
住宅金融支援機構債券 3,773,200 住宅金融支援機構債券 2,189,600
住宅金融支援機構財形住宅債券 - 住宅金融支援機構財形住宅債券 -
住宅金融支援機構住宅宅地債券 - 住宅金融支援機構住宅宅地債券 -
買取債権回収金 263,975 買取債権回収金 246,805
貸付回収金 - 貸付回収金 -
業務収入 158,209 業務収入 133,236
その他収入 61,688 その他収入 55,987

計 4,625,946 計 2,718,079
支 出 支 出

業務経費 40,340 業務経費 29,453
証券化支援業務関係経費 40,340 証券化支援業務関係経費 29,453
住宅融資保険業務関係経費 - 住宅融資保険業務関係経費 -
財形住宅資金貸付業務関係経費 - 財形住宅資金貸付業務関係経費 -
住宅資金貸付等業務関係経費 - 住宅資金貸付等業務関係経費 -
既往債権管理業務関係経費 - 既往債権管理業務関係経費 -

買取債権 3,800,000 買取債権 2,200,000
貸付金 - 貸付金 -
借入金等償還 259,357 借入金等償還 241,338
支払利息 159,162 支払利息 136,584
一般管理費 2,389 一般管理費 2,389
人件費 4,712 人件費 4,712
その他支出 361,832 その他支出 101,843

計 4,627,793 計 2,716,319
【人件費の見積り】 【人件費の見積り】
期間中総額3,680百万円を支出する。 期間中総額3,680百万円を支出する。
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、 ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、

超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 超過勤務手当に相当する範囲の費用である。
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しない （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しない

ことがある。 ことがある。
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別表２ 収支計画 （単位：百万円） 別表２ 収支計画 （単位：百万円）
区分 金額 区分 金額 平成21年度補正予算

収益の部 174,996 収益の部 143,639 成立（平成21年５月2
経常収益 174,996 経常収益 143,639 9日）を受けて見直す
資金運用収益 173,036 資金運用収益 141,621 もの。
保険引受収益 692 保険引受収益 750
役務取引等収益 31 役務取引等収益 31
その他経常収益 1,238 その他経常収益 1,238

特別利益 - 特別利益 -
その他の特別利益 - その他の特別利益 -

費用の部 189,447 費用の部 153,429
経常費用 188,859 経常費用 152,842
資金調達費用 124,502 資金調達費用 102,859
保険引受費用 577 保険引受費用 577
役務取引等費用 10,413 役務取引等費用 8,811
その他業務費用 28,676 その他業務費用 17,953
営業経費 14,541 営業経費 14,433
その他経常費用 10,150 その他経常費用 8,209

特別損失 587 特別損失 587
その他の特別損失 587 その他の特別損失 587

純損失 △14,450 純損失 △9,790
目的積立金取崩額 - 目的積立金取崩額 -
総損失 △14,450 総損失 △9,790
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しな （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しな

いことがある。 いことがある。
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別表３ 資金計画 （単位：百万円） 別表３ 資金計画 （単位：百万円）
区分 金額 区分 金額 平成21年度補正予算

資金支出 資金支出 成立（平成21年５月2
業務活動による支出 3,984,174 業務活動による支出 2,360,152 9日）を受けて見直す
買取債権の取得による支出 3,800,000 買取債権の取得による支出 2,200,000 もの。
貸付けによる支出 - 貸付けによる支出 -
人件費支出 4,712 人件費支出 4,712
その他業務支出 20,300 その他業務支出 18,855
その他支出 159,162 その他支出 136,584

投資活動による支出 360,562 投資活動による支出 100,573
財務活動による支出 259,357 財務活動による支出 241,338
民間長期借入金の返済による支出 - 民間長期借入金の返済による支出 -
債券の償還による支出 259,357 債券の償還による支出 241,338
財政融資資金借入金の返済による支出 - 財政融資資金借入金の返済による支出 -
旧簡易生命保険資金借入金の返済による支出 - 旧簡易生命保険資金借入金の返済による支出 -

次年度への繰越金 47,742 次年度への繰越金 51,349
資金収入 資金収入

業務活動による収入 469,400 業務活動による収入 421,556
買取債権の回収による収入 263,975 買取債権の回収による収入 246,805
貸付金の回収による収入 - 貸付金の回収による収入 -
買取債権利息収入 156,416 買取債権利息収入 131,395
貸付金利息収入 - 貸付金利息収入 -
その他業務収入 1,793 その他業務収入 1,841
政府補給金収入 - 政府補給金収入 -
未収財源措置予定額収入 - 未収財源措置予定額収入 -

政府交付金収入 - 政府交付金収入 -
その他収入 47,216 その他収入 41,515

投資活動による収入 14,472 投資活動による収入 14,472
財務活動による収入 4,118,375 財務活動による収入 2,267,794
民間短期借入金の純増額 22,874 民間短期借入金の純増額 6,451
民間長期借入金の借入れによる収入 - 民間長期借入金の借入れによる収入 -
債券の発行による収入 3,749,500 債券の発行による収入 2,175,343
財政融資資金借入金の借入れによる収入 - 財政融資資金借入金の借入れによる収入 -
政府出資金収入 346,000 政府出資金収入 86,000

前年度よりの繰越金 49,589 前年度よりの繰越金 49,589
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことが （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことが

ある。 ある。
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年度計画の予算等（平成21年度）【住宅融資保険勘定】 年度計画の予算等（平成21年度）【住宅融資保険勘定】
別表１ 予算 （単位：百万円） 別表１ 予算 （単位：百万円） 平成21年度補正予算

区分 金額 区分 金額 成立（平成21年５月2
収 入 収 入 9日）を受けて見直す

政府補給金 - 政府補給金 - もの。
政府交付金 - 政府交付金 -
政府出資金 98,000 政府出資金 5,000
政府融資資金借入金 - 政府融資資金借入金 -
民間借入金 - 民間借入金 -
住宅金融支援機構債券 - 住宅金融支援機構債券 -
住宅金融支援機構財形住宅債券 - 住宅金融支援機構財形住宅債券 -
住宅金融支援機構住宅宅地債券 - 住宅金融支援機構住宅宅地債券 -
買取債権回収金 - 買取債権回収金 -
貸付回収金 - 貸付回収金 -
業務収入 11,862 業務収入 6,757
その他収入 3,872 その他収入 2,990

計 113,734 計 14,747
支 出 支 出

業務経費 2,745 業務経費 2,708
証券化支援業務関係経費 - 証券化支援業務関係経費 -
住宅融資保険業務関係経費 2,745 住宅融資保険業務関係経費 2,708
財形住宅資金貸付業務関係経費 - 財形住宅資金貸付業務関係経費 -
住宅資金貸付等業務関係経費 - 住宅資金貸付等業務関係経費 -
既往債権管理業務関係経費 - 既往債権管理業務関係経費 -

買取債権 - 買取債権 -
貸付金 - 貸付金 -
借入金等償還 - 借入金等償還 -
支払利息 - 支払利息 -
一般管理費 235 一般管理費 235
人件費 229 人件費 229
その他支出 100,450 その他支出 7,450

計 103,659 計 10,622
【人件費の見積り】 【人件費の見積り】
期間中総額179百万円を支出する。 期間中総額179百万円を支出する。
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、 ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、

超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 超過勤務手当に相当する範囲の費用である。
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しない （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しない

ことがある。 ことがある。
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別表２ 収支計画 （単位：百万円） 別表２ 収支計画 （単位：百万円）
区分 金額 区分 金額 平成21年度補正予算

収益の部 15,159 収益の部 7,441 成立（平成21年５月2
経常収益 15,159 経常収益 7,441 9日）を受けて見直す
資金運用収益 1,756 資金運用収益 581 もの。
保険引受収益 13,396 保険引受収益 6,853
役務取引等収益 - 役務取引等収益 -
その他経常収益 7 その他経常収益 7

特別利益 - 特別利益 -
その他の特別利益 - その他の特別利益 -

費用の部 12,827 費用の部 6,712
経常費用 12,815 経常費用 6,701
資金調達費用 - 資金調達費用 -
保険引受費用 11,978 保険引受費用 5,864
役務取引等費用 4 役務取引等費用 4
その他業務費用 - その他業務費用 -
営業経費 833 営業経費 833
その他経常費用 - その他経常費用 -

特別損失 12 特別損失 12
その他の特別損失 12 その他の特別損失 12

純損失 2,332 純損失 729
目的積立金取崩額 - 目的積立金取崩額 -
総損失 2,332 総損失 729
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しな （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しな

いことがある。 いことがある。
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別表３ 資金計画 （単位：百万円） 別表３ 資金計画 （単位：百万円）
区分 金額 区分 金額 平成21年度補正予算

資金支出 資金支出 成立（平成21年５月2
業務活動による支出 3,209 業務活動による支出 3,172 9日）を受けて見直す
買取債権の取得による支出 - 買取債権の取得による支出 - もの。
貸付けによる支出 - 貸付けによる支出 -
人件費支出 229 人件費支出 229
その他業務支出 2,981 その他業務支出 2,943
その他支出 - その他支出 -

投資活動による支出 100,450 投資活動による支出 7,450
財務活動による支出 - 財務活動による支出 -

民間長期借入金の返済による支出 - 民間長期借入金の返済による支出 -
債券の償還による支出 - 債券の償還による支出 -
財政融資資金借入金の返済による支出 - 財政融資資金借入金の返済による支出 -
旧簡易生命保険資金借入金の返済による支出 - 旧簡易生命保険資金借入金の返済による支出 -

次年度への繰越金 15,201 次年度への繰越金 9,251
資金収入 資金収入

業務活動による収入 13,284 業務活動による収入 7,297
買取債権の回収による収入 - 買取債権の回収による収入 -
貸付金の回収による収入 - 貸付金の回収による収入 -
買取債権利息収入 - 買取債権利息収入 -
貸付金利息収入 - 貸付金利息収入 -
その他業務収入 11,862 その他業務収入 6,757
政府補給金収入 - 政府補給金収入 -
未収財源措置予定額収入 - 未収財源措置予定額収入 -

政府交付金収入 - 政府交付金収入 -
その他収入 1,422 その他収入 540

投資活動による収入 2,450 投資活動による収入 2,450
財務活動による収入 98,000 財務活動による収入 5,000
民間短期借入金の純増額 - 民間短期借入金の純増額 -
民間長期借入金の借入れによる収入 - 民間長期借入金の借入れによる収入 -
債券の発行による収入 - 債券の発行による収入 -
財政融資資金借入金の借入れによる収入 - 財政融資資金借入金の借入れによる収入 -
政府出資金収入 98,000 政府出資金収入 5,000

前年度よりの繰越金 5,126 前年度よりの繰越金 5,126
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことが （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことが

ある。 ある。
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年度計画の予算等（平成21年度）【住宅資金貸付等勘定】 年度計画の予算等（平成21年度）【住宅資金貸付等勘定】
別表１ 予算 （単位：百万円） 別表１ 予算 （単位：百万円） 平成21年度補正予算

区分 金額 区分 金額 成立（平成21年５月2
収 入 収 入 9日）を受けて見直す

政府補給金 - 政府補給金 - もの。
政府交付金 - 政府交付金 -
政府出資金 51,600 政府出資金 1,600
政府融資資金借入金 30,000 政府融資資金借入金 30,000
民間借入金 - 民間借入金 -
住宅金融支援機構債券 468,497 住宅金融支援機構債券 468,497
住宅金融支援機構財形住宅債券 - 住宅金融支援機構財形住宅債券 -
住宅金融支援機構住宅宅地債券 52,188 住宅金融支援機構住宅宅地債券 52,188
買取債権回収金 - 買取債権回収金 -
貸付回収金 52,464 貸付回収金 52,464
業務収入 266,877 業務収入 257,532
その他収入 137,192 その他収入 137,144

計 1,058,818 計 999,424
支 出 支 出

業務経費 252,763 業務経費 250,941
証券化支援業務関係経費 - 証券化支援業務関係経費 -
住宅融資保険業務関係経費 - 住宅融資保険業務関係経費 -
財形住宅資金貸付業務関係経費 - 財形住宅資金貸付業務関係経費 -
住宅資金貸付等業務関係経費 252,763 住宅資金貸付等業務関係経費 250,941
既往債権管理業務関係経費 - 既往債権管理業務関係経費 -

買取債権 - 買取債権 -
貸付金 834,667 貸付金 534,667
借入金等償還 17,123 借入金等償還 17,123
支払利息 14,946 支払利息 14,788
一般管理費 1,439 一般管理費 1,439
人件費 2,203 人件費 2,203
その他支出 174,555 その他支出 119,861

計 1,297,696 計 941,021
【人件費の見積り】 【人件費の見積り】
期間中総額1,721百万円を支出する。 期間中総額1,721百万円を支出する。
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、 ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、

超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 超過勤務手当に相当する範囲の費用である。
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しない （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しない

ことがある。 ことがある。
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別表２ 収支計画 （単位：百万円） 別表２ 収支計画 （単位：百万円）
区分 金額 区分 金額 平成21年度補正予算

収益の部 260,261 収益の部 253,462 成立（平成21年５月2
経常収益 260,254 経常収益 253,455 9日）を受けて見直す
資金運用収益 36,753 資金運用収益 33,563 もの。
保険引受収益 222,203 保険引受収益 218,595
役務取引等収益 1,263 役務取引等収益 1,263
その他経常収益 34 その他経常収益 34

特別利益 7 特別利益 7
その他の特別利益 7 その他の特別利益 7

費用の部 278,193 費用の部 275,273
経常費用 278,193 経常費用 275,273
資金調達費用 16,905 資金調達費用 16,746
保険引受費用 242,845 保険引受費用 240,932
役務取引等費用 2,410 役務取引等費用 2,296
その他業務費用 1,988 その他業務費用 2,034
営業経費 9,312 営業経費 9,312
その他経常費用 4,733 その他経常費用 3,952

特別損失 - 特別損失 -
その他の特別損失 - その他の特別損失 -

純損失 △17,932 純損失 △21,810
目的積立金取崩額 19,415 目的積立金取崩額 21,035
総損失 1,483 総損失 △776
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しな （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しな

いことがある。 いことがある。
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別表３ 資金計画 （単位：百万円） 別表３ 資金計画 （単位：百万円）
区分 金額 区分 金額 平成21年度補正予算

資金支出 資金支出 成立（平成21年５月2
業務活動による支出 1,112,534 業務活動による支出 810,507 9日）を受けて見直す
買取債権の取得による支出 - 買取債権の取得による支出 - もの。
貸付けによる支出 834,667 貸付けによる支出 534,667
人件費支出 2,203 人件費支出 2,203
その他業務支出 260,717 その他業務支出 258,849
その他支出 14,946 その他支出 14,788

投資活動による支出 166,083 投資活動による支出 111,389
財務活動による支出 17,123 財務活動による支出 17,123

民間長期借入金の返済による支出 - 民間長期借入金の返済による支出 -
債券の償還による支出 16,834 債券の償還による支出 16,834
財政融資資金借入金の返済による支出 289 財政融資資金借入金の返済による支出 289
旧簡易生命保険資金借入金の返済による支出 - 旧簡易生命保険資金借入金の返済による支出 -

次年度への繰越金 35,120 次年度への繰越金 332,402
資金収入 資金収入

業務活動による収入 359,521 業務活動による収入 350,128
買取債権の回収による収入 - 買取債権の回収による収入 -
貸付金の回収による収入 52,464 貸付金の回収による収入 52,464
買取債権利息収入 - 買取債権利息収入 -
貸付金利息収入 24,563 貸付金利息収入 21,765
その他業務収入 277,536 その他業務収入 270,989
政府補給金収入 - 政府補給金収入 -
未収財源措置予定額収入 - 未収財源措置予定額収入 -

政府交付金収入 - 政府交付金収入 -
その他収入 4,958 その他収入 4,910

投資活動による収入 97,011 投資活動による収入 97,011
財務活動による収入 600,329 財務活動による収入 550,283
民間短期借入金の純増額 - 民間短期借入金の純増額 -
民間長期借入金の借入れによる収入 - 民間長期借入金の借入れによる収入 -
債券の発行による収入 518,729 債券の発行による収入 518,683
財政融資資金借入金の借入れによる収入 30,000 財政融資資金借入金の借入れによる収入 30,000
政府出資金収入 51,600 政府出資金収入 1,600

前年度よりの繰越金 273,999 前年度よりの繰越金 273,999
（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことが （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことが

ある。 ある。


