
（単位：円）
予予算算額額 決決算算額額 差差異異

ⅠⅠ

11
((11))

2277,,336600,,000000 2277,,663300,,000000 △ 270,000
555500,,000000 555500,,000000 0

00 00 0
00 00 0
00 22,,664400 △ 2,640

27,910,000 28,182,640 △ 272,640
((22))

1122,,884499,,119900 55,,444400,,441155 7,408,775
33,,772200,,000000 11,,330011,,887733 2,418,127
11,,336688,,112200 222255,,444400 1,142,680

444477,,111100 3322,,336655 414,745
444477,,000000 110077,,993300 339,070
114400,,000000 113388,,999955 1,005

11,,443311,,001100 11,,001122,,660066 418,404

553300,,000000 552277,,554455 2,455

22,,223333,,995500 11,,885511,,664499 382,301

552200,,000000 00 520,000

444400,,000000 7777,,337799 362,621
110066,,000000 88,,550011 97,499
9955,,000000 00 95,000

335522,,000000 3322,,000066 319,994
337700,,000000 55,,778888 364,212
225599,,000000 00 259,000
339900,,000000 111188,,333388 271,662

99,,002266,,119966 77,,669966,,337799 1,329,817
2211,,887755,,338866 1133,,113366,,779944 8,738,592
66,,003344,,661144 1155,,004455,,884466 △ 9,011,232

00 00 0
66,,003344,,661144 1155,,004455,,884466 △ 9,011,232

22 0 0 0
((11)) 0 0 0

00 00 0
((22)) 0 1 △ 1

固 定 資 産 除 却 損 0 1 △ 1
00 11 △ 1
00 △△ 11 1

66,,003344,,661144 1155,,004455,,884455 △ 9,011,231
7700,,000000 7700,,000000 0

55,,996644,,661144 1144,,997755,,884455 △ 9,011,231
6644,,110077,,111100 6644,,110077,,111100 0
7700,,007711,,772244 7799,,008822,,995555 △ 9,011,231

ⅡⅡ

00 00 0
00 00 0
00 00 0

ⅢⅢ 7700,,007711,,772244 7799,,008822,,995555 △ 9,011,231

指指 定定 正正 味味 財財 産産 期期 末末 残残 高高
正正 味味 財財 産産 期期 末末 残残 高高

4400 周周 年年 記記 念念 事事 業業 準準 備備 委委 員員 会会
（（ 特特 別別 ププ ロロ ジジ ェェ クク トト ））

当当 期期 一一 般般 正正 味味 財財 産産 増増 減減 額額
一一 般般 正正 味味 財財 産産 期期 首首 残残 高高
一一 般般 正正 味味 財財 産産 期期 末末 残残 高高
指指 定定 正正 味味 財財 産産 増増 減減 のの 部部
当当 期期 指指 定定 正正 味味 財財 産産 増増 減減 額額
指指 定定 正正 味味 財財 産産 期期 首首 残残 高高

経経 常常 外外 収収 益益 計計
経経 常常 外外 費費 用用

経経 常常 外外 費費 用用 計計
当当 期期 経経 常常 外外 増増 減減 額額
税税引引前前当当期期一一般般正正味味財財産産増増減減額額
法法 人人 税税 等等

経経 常常 費費 用用 計計
評評価価損損益益等等調調整整前前当当期期経経常常増増減減額額

評評 価価 損損 益益 等等 計計
当当 期期 経経 常常 増増 減減 額額
経経 常常 外外 増増 減減 のの 部部
経経 常常 外外 収収 益益

東東 海海 、、 近近 畿畿 北北 ブブ ロロ ッッ クク
北北 陸陸 、、 近近 畿畿 南南 ブブ ロロ ッッ クク
中中 国国 、、 四四 国国 ブブ ロロ ッッ クク
九九 州州 ブブ ロロ ッッ クク
管管 理理 費費

健健 康康 危危 機機 管管 理理 対対 策策 委委 員員 会会
（（ 特特 別別 ププ ロロ ジジ ェェ クク トト ））

教教 育育 評評 価価 準準 備備 委委 員員 会会
（（ 特特 別別 ププ ロロ ジジ ェェ クク トト ））
北北 海海 道道 、、 東東 北北 ブブ ロロ ッッ クク
北北 関関 東東 、、 甲甲 信信 越越 ブブ ロロ ッッ クク
南南 関関 東東 ブブ ロロ ッッ クク

教教 育育 課課 程程 委委 員員 会会

国国 家家 試試 験験 委委 員員 会会
広広 報報 ・・ 国国 際際 委委 員員 会会

教教 育育 体体 制制 委委 員員 会会

編編 集集 委委 員員 会会

研研 修修 委委 員員 会会

経経 常常 収収 益益
受受 取取 会会 費費
事事 業業 収収 益益
受受 取取 寄寄 付付 金金
受受 取取 補補 助助 金金
雑雑 収収 益益
経経 常常 収収 益益 計計
経経 常常 費費 用用
事事 業業 費費

経経 常常 増増 減減 のの 部部

一一般般社社団団法法人人　　全全国国保保健健師師教教育育機機関関協協議議会会
予予算算対対比比正正味味財財産産増増減減計計算算書書

22002211年年44月月11日日かからら22002222年年33月月3311日日ままでで

科科目目
一一 般般 正正 味味 財財 産産 増増 減減 のの 部部


