
平成２１年３月９日 

平成２１年度 倉吉市水道事業会計予算書 

倉吉市水道局



 



 

議案第31号 

 

平成21年度倉吉市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成21年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(１) 総配水量 6,179,713立方メートル 

イ 一日平均 16,931立方メートル 

(２) 給水戸数 17,666戸 

(３) 建設改良事業 

イ 配水工事 151,803千円 

ロ 施設改良工事 21,200千円 

ハ 営業設備 5,775千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収  入 

第１款 水道事業収益 894,583千円

第１項 営業収益 871,802千円

第２項 営業外収益 22,775千円

第３項 特別利益 6千円

支  出 

第２款 水道事業費用 865,845千円

第１項 営業費用 718,794千円

第２項 営業外費用 144,925千円

第３項 特別損失 1,126千円

第４項 予備費 1,000千円

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額 317,946千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,525千円、当年度

分損益勘定留保資金 265,111千円及び建設改良積立金 45,310千円で補てんするものとする。）。 

収  入 

第３款 資本的収入 68,602千円

第１項 企業債 50,000千円

第２項 工事負担金 5,530千円

第３項 他会計補助金 13,071千円

第４項 固定資産売却代金 1千円

支  出 

第４款 資本的支出 386,548千円

第１項 建設改良費 178,778千円

第２項 企業債償還金 207,470千円

第３項 予備費 300千円
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（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

配水工事費 50,000千円 証書借入又は

証券発行 

年10.0％以内 30年以内（内据置５年以内）その他

は、借入先の融資条件による。 

ただし、企業財政その他の都合によ

り繰上償還又は低利に借り換えること

ができる。 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

の各項間の流用 

第２款  水道事業費用 

第１項 営業費用 

第２項 営業外費用 

第３項 特別損失 
 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(１) 職員給与費 282,309千円 

(２) 交際費 100千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 黒見、灘手、大鴨簡易水道、小鴨川右岸、栗尾及び半坂の簡易水道統合事業の補助金として

一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、20,654千円である。 

（利益剰余金の処分） 

第10条 繰越利益剰余金のうち50,000千円は、次のとおり処分するものと定める。 

建設改良積立金  50,000千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第11条 たな卸資産の購入限度額は、6,070千円と定める。 

 

平成21年３月９日提出 

 

倉吉市長 長谷川 稔 
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収　入 単位 千円
款 項 目 予定額

１ 水道事業収益 894,583
１ 営業収益 871,802

１ 給水収益 773,855 水道料金 748,900
量水器使用料 24,955

２ 受託工事収益 6,919 受託工事収益 6,553
修繕工事収益 366

91,028 材料売却収益 378
手数料 540
受託収益 82,657
消火栓修繕収益 7,452
雑収益 1

２ 営業外収益 22,775
2,440 預金利息

２ 加入金 11,817
３ 他会計補助金 7,583 一般会計補助金（利息分）

４ 雑収益 935 発生品組替益 50
不用品売却収益 1
その他雑収益 884

３ 特別利益 6
１ 固定資産売却
益

1

２ 過年度損益修
正益

5

支　出 単位 千円
款 項 目 予定額

２　水道事業費用 865,845
１　営業費用 718,794

119,042 給料 29,558
手当等 15,825
法定福利費 8,526
委託料 10,967
修繕費 12,616
動力費 34,667
需用費ほか 6,883

119,790 給料 33,005
手当等 19,992
法定福利費 9,584
委託料 9,660
賃借料 7,420
修繕費 4,499
請負工事費 20,216
路面復旧費 6,431
動力費 1,934
材料費 3,600
需用費ほか 3,449

３　受託工事費 17,405 給料 3,931
手当等 2,347
法定福利費 1,144
請負工事費 9,320
需用費ほか 663

備　考

平成21年度　倉吉市水道事業会計予算実施計画

備　考

収益的収入及び支出

３ その他営業収
益

１ 受取利息及び
配当金

１　原水及び浄水
費

２　配水及び給水
費
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款 項 目 予定額
４　総係費 189,736 給料 57,967

手当等 31,338
法定福利費 17,289
退職給与金 35,617
賃金 3,447
光熱水費 2,675
印刷製本費 2,301
通信運搬費 6,211
委託料 20,221
手数料 2,547
賃借料 2,731
修繕費 1,310
需用費ほか 6,082

５　減価償却費 259,611 有形固定資産減価償却費 259,371
無形固定資産減価償却費 240

６　資産減耗費 5,500 固定資産除却費 5,000
たな卸資産減耗費 500

7,710 材料売却原価 360
水道週間費 50
受託工事費 82
消火栓修繕費 7,218

２　営業外費用 144,925
116,676 企業債利息 116,626

借入金利息 50
２　消費税及び地
方消費税

28,224

３　雑支出 25 不用品売却原価 5
その他雑支出 20

３　特別損失 1,126
１　固定資産売却
損

1

２　過年度損益修
正損

1,125

４　予備費 1,000
１　予備費 1,000

７　その他営業費
用

１　支払利息及び
企業債取扱諸費

備　考
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収　入 単位 千円
款 項 目 予定額

３　資本的収入 68,602
１　企業債 50,000

１　企業債 50,000
２　工事負担金 5,530

１　工事負担金 5,530
13,071

１　他会計補助金 13,071 一般会計補助金（元金分）

1
１　固定資産売却
代金

1

支　出 単位 千円
款 項 目 予定額

４　資本的支出 386,548
１　建設改良費 178,778

１　配水工事費 151,803 給料 6,445
手当等 3,326
法定福利費 1,840
賃借料 2,378
請負工事費 137,510
需用費ほか 304

２　施設改良費 21,200 給料 2,775
手当等 2,266
法定福利費 794
請負工事費 15,300
需用費ほか 65

2,190 量水器購入費 1,890
機械装置購入費 300

４　車両購入費 1,500 車両購入費
2,085 工具器具購入費 300

備品購入費 1,785
207,470

１　企業債償還金 207,470
３　予備費 300

１　予備費 300

３　機械装置購入
費

２　企業債償還金

備　考

３　他会計補助金

４　固定資産売却
代金

備　考

５　工具器具備品
購入費

資本的収入及び支出
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単位 千円

区　分 前年度決算見込額 当年度予定額 増　減 備　考

（受入資金） 2,522,608 2,439,498 △ 83,110

１　事業収益 862,609 853,385 △ 9,224

２　前年度未収金 42,823 40,848 △ 1,975

３　固定資産売却代金 1 1 0

４　工事負担金 2,230 5,530 3,300

５　預り金 852,081 852,081 0

６　前年度繰越金 747,948 624,582 △ 123,366

７　企業債 0 50,000 50,000

８　他会計補助金 14,916 13,071 △ 1,845

（支払資金) 1,898,026 1,805,756 △ 92,270

１　事業費 647,811 550,600 △ 97,211

２　材料費 5,186 6,070 884

３　建設改良費 177,847 179,078 1,231

４　企業債償還金 202,742 207,470 4,728

５　前年度未払金 12,359 10,457 △ 1,902

６　預り金 852,081 852,081 0

差　引 624,582 633,742 9,160

平成21年度　倉吉市水道事業会計資金計画
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給与費明細書 

１ 総括 

特別職
(人)

一般職
(人)

報　酬
(千円)

給　料
(千円)

賃　金
(千円)

手　当
(千円)

計
(千円)

損益勘定
支弁職員

30 360 124,461 103,859 228,680 36,543 265,223

資本勘定
支弁職員

3 0 9,220 5,232 14,452 2,634 17,086

合　計 33 360 133,681 109,091 243,132 39,177 282,309

損益勘定
支弁職員

30 360 132,544 108,740 241,644 37,941 279,585

資本勘定
支弁職員

3 0 8,954 5,724 14,678 2,552 17,230

合　計 33 360 141,498 114,464 256,322 40,493 296,815

損益勘定
支弁職員

0 0 △ 8,083 △ 4,881 △ 12,964 △ 1,398 △ 14,362

資本勘定
支弁職員

0 0 266 △ 492 △ 226 82 △ 144

合　計 0 0 △ 7,817 △ 5,373 △ 13,190 △ 1,316 △ 14,506

比
　
較

前
年
度

本
年
度

区　分
職　員　数 給　与　費 法　定

福利費
(千円)

合 計
(千円)

 

扶養手当 通勤手当
時間外及び

休日勤務手当
期末手当 勤勉手当

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円）
本年度 4,932 1,393 5,350 36,398 17,876
前年度 6,594 1,445 4,248 39,574 19,294
比　較 △ 1,662 △ 52 1,102 △ 3,176 △ 1,418

特殊勤務手当 管理職手当 住居手当 退職給与金

(千円） (千円） (千円） (千円）
本年度 5,281 1,962 282 35,617
前年度 5,281 1,962 354 35,712
比　較 0 0 △ 72 △ 95

手当の
内　訳

区　分

区　分

手当の
内　訳

 

２ 給料及び手当の増減額の明細 

区 分 
増減額 

（千円） 
増減事由別内訳（千円） 説 明 備 考 

給与改定に伴う増減分    

昇給に伴う増減分    給 料 △7,817 

その他の増減分 △7,817 会計間異動による減  

制度改正に伴う増減分   
手 当 △5,373 

その他の増減分 △5,373 会計間異動による減  
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３ 給料及び手当の状況 

(１) 職員１人当たりの給与 

区 分 行政職

平均給料月額 (円) 337,101

平均給与月額 (円) 386,998平成21年１月１日現在 

平均年齢 (歳) 44.9

平均給料月額 (円) 368,511

平均給与月額 (円) 421,921平成20年１月１日現在 

平均年齢 (歳) 47.1

(２) 初任給 

区 分 行政職(円)

高校卒 140,100

大学卒 172,200

一般会計の制度 

区 分 行政職(円)

高校卒 140,100

大学卒 172,200 

(３) 級別職員数 

級 職員数（人) 構成比(％)
１級 0 0.0
２級 5 15.2
３級 15 45.5
４級 8 24.2
５級 2 6.1
６級 1 3.0
７級 1 3.0
８級 1 3.0
計 33 100.0
１級 0 0.0
２級 2 5.7
３級 15 42.9
４級 11 31.4
５級 3 8.6
６級 3 8.6
７級 0 0.0
８級 1 2.8
計 35 100.0

区　分
行　政　職

平成21年１月１日現在

平成20年１月１日現在

 
 

(級別の標準的な職務内容) 

行政職 

職務の級 標準的な職務 

１級 
・ 定例的な業務を行う主事又は技師の職務 

・ 特定の業務を専門的に行う職の職務 

２級 
・ 知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 

・ 知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う職の職務 

３級 
・ 主任の職務 

・ 相当高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う職の職務 

４級 
・ 係長又は主幹の職務 

・ 高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う職の職務 

５級 ・ 課長補佐の職務 

６級 ・ 課長又は主査の職務 

７級 ・ 次長の職務 

８級 ・ 局長又は参事の職務 
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(４) 昇 給 

 区 分 行政職

職員数(Ａ) (人) 33

昇給に係る職員数(Ｂ) (人) 25

１号給 (人) 1

２号給 (人) 3

３号給 (人)

４号給 (人) 21

号給数別内訳 

５号給 (人)

本
年
度 

比 率(Ｂ/Ａ) (％) 75.8

職員数(Ａ) (人) 33

昇給に係る職員数(Ｂ) (人) 22

１号給 (人)

２号給 (人) 1

３号給 (人)

４号給 (人) 21

号給数別内訳 

５号給 (人)

前
年
度 

比 率(Ｂ/Ａ) (％) 66.7

(５) 特殊勤務手当 

区 分 行政職 

給料総額に対する比率 (％)  3.95 
支給対象職員の比率 (％)

（平成21年１月１日現在）
 90.90 

支給対象職員１人当たり

の平均支給月額 (円)
 14,669 

代表的な特殊勤務手当の名称

・ 水道料金等の訪問徴収業

務に従事したとき。 

・ 特に危険と認められる工

事又は作業に従事したと

き。 

・ 集中監視室の保守点検業

務に従事したとき。  

(６) 期末手当・勤勉手当 

支給期別支給率 
区 分 

６月(月分) 12月(月分)

支給率計 

(月分) 

職制上の段階、職務の 

級等による加算措置 
備 考 

本年度 2.150 2.350 4.50 有  

前年度 2.150 2.350 4.50 有  

一般会計の制度 2.150 2.350 4.50 有  

 

(７) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 

区 分 
20年勤続の者 

(月分) 

25年勤続の者

(月分) 

35年勤続の者

(月分) 

最高限度 

(月分) 
その他の加算措置等

支給率等 30.55 41.34 59.28 59.28 
・定年前早期退職 

(２％～20％加算)

一般会計の制度 

（支給率等） 
30.55 41.34 59.28 59.28 

・定年前早期退職 

(２％～20％加算)

 

(８) その他の手当 

区 分 
一般会計の 

制度との異同 
差異の内容

扶養手当 同じ  

住居手当 同じ  

通勤手当 同じ  
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平成20年度　倉吉市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）

単位 千円
１　営業収益
(１)　給水収益 742,447
(２)　受託工事収益 10,217
(３)　その他営業収益 87,782 840,446

２　営業費用
(１)　原水及び浄水費 113,881
(２)　配水及び給水費 119,107
(３)　受託工事費 17,873
(４)　総係費 191,717
(５)　減価償却費 268,232
(６)　資産減耗費 3,652
(７)　その他営業費用 7,292 721,754

営業利益 118,692

３　営業外収益
(１)　受取利息及び配当金 2,846
(２)　加入金 9,410
(３)　他会計補助金 8,462
(４)　雑収益 949 21,667

４　営業外費用
(１)　支払利息及び企業債取扱諸費 126,776
(２)　雑支出 25 126,801 △ 105,134

経常利益 13,558

５　特別利益
(１)　固定資産売却益 1
(２)　過年度損益修正益 5 6

６　特別損失
(１)　固定資産売却損 1
(２)　過年度損益修正損 878 879 △ 873

７　予備費
(１)　予備費 1,000 1,000

当年度純利益 11,685

前年度繰越利益剰余金 254,839
当年度未処分利益剰余金 266,524
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単位   円
１　固定資産
(１)　有形固定資産
イ　土地 192,381,617
ロ　建物 272,723,515
　　減価償却累計額 104,993,093 167,730,422
ハ　構築物 8,529,068,230
　　減価償却累計額 3,651,275,073 4,877,793,157
ニ　機械及び装置 1,704,716,345
　　減価償却累計額 1,164,985,023 539,731,322
ホ　車両運搬具 18,654,929
　　減価償却累計額 10,765,225 7,889,704
ヘ　工具器具及び備品 21,591,888
　　減価償却累計額 15,809,239 5,782,649

有形固定資産合計 5,791,308,871

(２)　無形固定資産
イ　施設利用権 6,390,901
ロ　電話加入権 221,800

無形固定資産合計 6,612,701

固定資産合計 5,797,921,572

２　流動資産
(１)　現金預金 624,581,563
(２)　未収金 43,641,416
(３)　貯蔵品 9,106,228

流動資産合計 677,329,207

資産合計 6,475,250,779

平成20年度倉吉市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成21年３月31日現在見込）

資産の部
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単位   円
３　固定負債
(１)　引当金
イ　退職給与引当金 108,700,000
ロ　修繕引当金 14,145,000

固定負債合計 122,845,000

４　流動負債
(１)　未払金 10,457,400
(２)　預り金 71,006,762

流動負債合計 81,464,162

負債合計 204,309,162

５　資本金
(１)　自己資本金 973,940,926
(２)　借入資本金
イ　企業債 3,125,903,625

借入資本金合計 3,125,903,625

資本金合計 4,099,844,551

６　剰余金
(１)　資本剰余金
イ　国庫（県）補助金 367,000
ロ　受贈財産評価額 250,887,508
ハ　工事負担金 1,162,077,454
ニ　その他資本剰余金 280,179,647

資本剰余金合計 1,693,511,609

(２)　利益剰余金
イ　減債積立金 36,500,000
ロ　利益積立金 4,000,000
ハ　建設改良積立金 170,561,788
ニ　当年度未処分利益
　剰余金 266,523,669

利益剰余金合計 477,585,457

剰余金合計 2,171,097,066

資本合計 6,270,941,617

負債資本合計 6,475,250,779

資本の部

負債の部
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単位   円
１　固定資産
(１)　有形固定資産
イ　土地 192,381,617
ロ　建物 272,723,515
　　減価償却累計額 111,168,439 161,555,076
ハ　構築物 8,674,641,230
　　減価償却累計額 3,838,263,137 4,836,378,093
ニ　機械及び装置 1,722,219,345
　　減価償却累計額 1,229,200,438 493,018,907
ホ　車両運搬具 20,080,929
　　減価償却累計額 11,506,570 8,574,359
ヘ　工具器具及び備品 23,477,888
　　減価償却累計額 17,059,392 6,418,496

有形固定資産合計 5,698,326,548

(２)　無形固定資産
イ　施設利用権 6,151,194
ロ　電話加入権 221,800

無形固定資産合計 6,372,994

固定資産合計 5,704,699,542

２　流動資産
(１)　現金預金 633,741,693
(２)　未収金 42,816,416
(３)　貯蔵品 9,156,228

流動資産合計 685,714,337

資産合計 6,390,413,879

平成21年度倉吉市水道事業予定貸借対照表
（平成22年３月31日現在見込）

資産の部
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単位   円
３　固定負債
(１)　引当金
イ　退職給与引当金 137,825,000
ロ　修繕引当金 14,145,000

固定負債合計 151,970,000

４　流動負債
(１)　未払金 11,814,500
(２)　預り金 71,006,762

流動負債合計 82,821,262

負債合計 234,791,262

５　資本金
(１)　自己資本金 1,019,250,926
(２)　借入資本金
イ　企業債 2,968,433,625

借入資本金合計 2,968,433,625

資本金合計 3,987,684,551

６　剰余金
(１)　資本剰余金
イ　国庫（県）補助金 367,000
ロ　受贈財産評価額 250,887,508
ハ　工事負担金 1,167,444,454
ニ　その他資本剰余金 293,250,647

資本剰余金合計 1,711,949,609

(２)　利益剰余金
イ　減債積立金 36,500,000
ロ　利益積立金 4,000,000
ハ　建設改良積立金 125,251,788
ニ　当年度未処分利益
　剰余金 290,236,669

利益剰余金合計 455,988,457

剰余金合計 2,167,938,066

資本合計 6,155,622,617

負債資本合計 6,390,413,879

資本の部

負債の部
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収  入 単位　千円
款　項 目 節 本年度予算額

１　水道事業収益 894,583
１　営業収益 871,802

１　給水収益 773,855
水道料金 748,900 一般用 488,695

団体用 259,865
その他 340

量水器使用料 24,955
２　受託工事収益 6,919

受託工事収益 6,553 下水道工事分 2,567
消火栓工事分 43
簡易水道工事分 880
県関係工事分 1,840
宅地造成工事分 1,223

修繕工事収益 366 屋内修理 51
凍結修理 51
公道修理 264

91,028
材料売却収益 378 簡易水道公道修理材料

手数料 540 設計審査及び検査手数料ほか

受託収益 82,657 簡易水道会計から繰入 58,172
下水道使用料徴収事務受託ほか

24,485
消火栓修繕収益 7,452 取替工事 6,450

一般維持管理 1,002
雑収益 1

22,775
2,440
2,440 定期預金 2,438

普通預金 2
２　加入金 11,817

加入金 11,817 口径13㍉　130件ほか

３　他会計補助金 7,583
一般会計補助金 7,583

４　雑収益 935
発生品組替益 50 実地たな卸ほか

不用品売却益 1 屑鉄

その他雑収益 884 電柱敷地料ほか

３　特別利益 6
1

固定資産売却益 1
5

過年度損益修正益 5

平成21年度　倉吉市水道事業会計予算説明書

２　過年度損益修
正益

備　考

１　受取利息及び
配当金 預金利息

損益勘定

簡易水道統合事業補助金(利息分)

２　営業外収益

３　その他営業収
益

１　固定資産売却
益
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支　出 単位　千円
款　項 目 節 本年度予算額

２　水道事業費用 865,845
718,794
119,042

給料 29,558 一般職給

手当等 15,825 扶養手当、期末手当、勤勉手当、

時間外手当ほか

法定福利費 8,526 共済組合負担金ほか

被服費 174 作業服ほか

備消耗品費 780
燃料費 918 車両用燃料

光熱水費 249 水源地電灯料ほか

印刷製本費 200
通信運搬費 3,181 専用電話回線使用料

委託料 10,967 水質検査 4,617
水源地・配水池点検及び整備委託ほか

4,020
施設草刈・植栽手入れ 2,330

手数料 496
賃借料 16
修繕費 12,616 水源地関係 12,400

自動車点検・修理ほか 216
動力費 34,667 水源地電力料ほか

薬品費 483 電解滅菌機用並塩

材料費 372
公課費 14 自動車重量税

119,790
給料 33,005 一般職給

手当等 19,992 扶養手当、期末手当、勤勉手当、

時間外手当ほか

法定福利費 9,584 共済組合負担金ほか

被服費 218 作業服ほか

備消耗品費 921 消耗工具 590
自動車部品ほか 331

燃料費 999 車両用燃料 842
工事用燃料ほか 157

光熱水費 357
通信運搬費 7
委託料 9,660 満了量水器取替委託料ほか

手数料 856
賃借料 7,420 配水管布設等借地料 18

機械借上料 7,402
修繕費 4,499 量水器修理 3,537

自動車点検・修理ほか 737
工具器具修理 225

請負工事費 20,216 配・給水管改良工事 20,216
路面復旧費 6,431 一般公道修理 5,250

新設工事分 1,181
動力費 1,934 和田配水池ほか電力料

薬品費 5
材料費 3,600 一般公道修理材料

補償金 5
公課費 81 自動車重量税

１　原水及び浄水
費

２　配水及び給水
費

備　考

１　営業費用
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款　項 目 節 本年度予算額
３　受託工事費 17,405

給料 3,931 一般職給

手当等 2,347 扶養手当、期末手当、勤勉手当、

時間外手当ほか

法定福利費 1,144 共済組合負担金ほか

被服費 24 作業服ほか

備消耗品費 80
燃料費 270 車両用燃料

手数料 10
修繕費 129 自動車点検、修理ほか

請負工事費 9,320 下水道工事分 3,760
県関係工事分 4,600
宅地造成工事分 960

材料費 141 屋内・凍結・公道修理材料

公課費 9 自動車重量税

４　総係費 189,736
給料 57,967 一般職給

手当等 31,338 扶養手当、期末手当、勤勉手当、

時間外手当ほか

報酬 360 嘱託職員

法定福利費 17,289 共済組合負担金ほか

旅費 908 普通旅費

退職給与金 35,617 退職手当

賃金 3,447 臨時職員賃金

報償費 132 水道料金団体徴収報償金

被服費 104 作業服ほか

備消耗品費 2,818 事務用品ほか

燃料費 324 車両用燃料

光熱水費 2,675 庁舎電気料ほか

印刷製本費 2,301 納入通知書関係ほか

通信運搬費 6,211 庁舎電話使用料ほか 600
専用電話回線使用料ほか 570
郵便料ほか 5,041

広告料 12
委託料 20,221 庁舎警備委託 384

電算機保守点検委託 826
検針委託 9,321
電算事務委託 8,528
庁舎清掃委託ほか 1,162

手数料 2,547 水道料金口座振替料ほか

賃借料 2,731 複写機借上料 658
端末機借上料 1,697
電話機借上料ほか 376

修繕費 1,310 自動車点検・修理ほか 260
機械器具備品修理 1,050

交際費 100
食糧費 10
厚生費 67 市職員共済組合負担金 67
会費負担金 570 日本水道協会負担金ほか

保険料 667 建物損害共済 110
自動車損害共済 220
送配水管損害賠償保険 204
自動車損害賠償責任保険 130
委託検針傷害補償保険 3

雑費 10

備　考
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款　項 目 節 本年度予算額
５　減価償却費 259,611

有形固定資産 259,371 建物 6,176
減価償却費 構築物 186,988

機械及び装置 64,215
車両運搬具 741
工具器具及び備品 1,251

無形固定資産 240 施設利用権

減価償却費

６　資産減耗費 5,500
固定資産除却費 5,000 構築物 4,800

機械及び装置 100
工具器具及び備品 100

たな卸資産減耗費 500
7,710

材料売却原価 360 簡易水道公道修理材料

水道週間費 50
受託工事費 82 簡易水道屋内修理ほか 36

簡易水道路面復旧費 46
消火栓修繕費 7,218 一般維持修理 768

取替工事 6,450
144,925
116,676

企業債利息 116,626
借入金利息 50 一時借入金利息

28,224
消費税及び地方消
費税

28,224

３　雑支出 25
不用品売却原価 5 屑鉄ほか

その他雑支出 20 過年度分使用料還付金等

1,126
1

固定資産売却損 1
1,125

過年度損益修正損 1,125 不納欠損ほか

４　予備費 1,000
１　予備費 1,000

予備費 1,000

１　固定資産売却
損

２　営業外費用
１　支払利息及び
企業債取扱諸費

２　消費税及び地
方消費税

２　過年度損益修
正損

３　特別損失

備　考

７　その他営業費
用
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収　入 単位　千円
款　項 目 節 本年度予算額

３　資本的収入 68,602
１　企業債 50,000

１　企業債 50,000
上水道事業債 50,000 配水管工事

5,530
１　工事負担金 5,530

配水工事負担金 5,530 消火栓新設工事分 2,530
宅地造成工事分 3,000

13,071
13,071

一般会計補助金 13,071
1
1

固定資産売却代金 1

支　出 単位　千円
款　項 目 節 本年度予算額

４　資本的支出 386,548
178,778

１　配水工事費 151,803
給料 6,445 一般職給

手当等 3,326  扶養手当、期末手当、勤勉手当、

時間外手当ほか

法定福利費 1,840 共済組合負担金ほか

備消耗品費 262
印刷製本費 42
賃借料 2,378 幅広複写機借上料ほか

請負工事費 137,510 配水管改良・布設工事（起債分）

50,540
配水管改良・布設工事（単独分）

81,440
消火栓新設工事分 2,530
宅地造成工事分 3,000

２　施設改良費 21,200
給料 2,775 一般職給

手当等 2,266 扶養手当、期末手当、

勤勉手当、時間外手当ほか

法定福利費 794 共済組合負担金ほか

備消耗品費 63
印刷製本費 2
請負工事費 15,300 水源地ポンプ修繕工事ほか

2,190
量水器購入費 1,890 口径13㍉　300個ほか

機械装置購入費 300 無線機、アンテナほか

４　車両購入費 1,500
車両購入費 1,500 軽自動車（４ＷＤ）

2,085
工具器具購入費 300 コンクリートカッター

備品購入費 1,785 エアコンほか

207,470
１　企業債償還金 207,470

企業債償還金 207,470
３　予備費 300

１　予備費 300
予備費 300

簡易水道統合事業補助金（元金分）

２　工事負担金

３　他会計補助
金

備　考

３　機械装置購入
費

１　建設改良費

１　他会計補助金

資本勘定

備　考

２　企業債償還
金

１　固定資産売却
代金

４　固定資産売
却代金

５　工具器具備品
購入費
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Sheet1

		平成21年度　倉吉市水道事業会計予算説明書 ヘイセイネンドクラヨシシスイドウジギョウカイケイヨサンセツメイショ

		損益勘定 ソンエキカンサダム

		収  入 オサムイリ										単位　千円 タンイセンエン

		款　項 カンコウ		目 モク		節 セツ		本年度予算額 ホンネンドヨサンガク		備　考 ソナエコウ

		１　水道事業収益 スイドウジギョウシュウエキ						894,583

		１　営業収益 エイギョウシュウエキ						871,802

				１　給水収益 キュウスイシュウエキ				773,855

						水道料金 スイドウリョウキン		748,900		一般用 イッパンヨウ		488,695

										団体用 ダンタイヨウ		259,865

										その他 タ		340

						量水器使用料 リョウスイキシヨウリョウ		24,955

				２　受託工事収益 ジュタクコウジシュウエキ				6,919

						受託工事収益 ジュタクコウジシュウエキ		6,553		下水道工事分 ゲスイドウコウジブン		2,567

										消火栓工事分 ショウカセンコウジブン		43

										簡易水道工事分 カンイスイドウコウジブン		880

										県関係工事分 ケンカンケイコウジブン		1,840

										宅地造成工事分 タクチゾウセイコウジブン		1,223

						修繕工事収益 シュウゼンコウジシュウエキ		366		屋内修理 オクナイシュウリ		51

										凍結修理 トウケツシュウリ		51

										公道修理 コウドウシュウリ		264

				３　その他営業収益 タエイギョウシュウエキ				91,028

						材料売却収益 ザイリョウバイキャクシュウエキ		378		簡易水道公道修理材料 カンイスイドウコウドウシュウリザイリョウ

						手数料 テスウリョウ		540		設計審査及び検査手数料ほか セッケイシンサオヨケンサテスウリョウ

						受託収益 ジュタクシュウエキ		82,657		簡易水道会計から繰入 カンイスイドウカイケイクリイレ		58,172

										下水道使用料徴収事務受託ほか ゲスイドウシヨウリョウチョウシュウジムジュタク

												24,485

						消火栓修繕収益 ショウカセンシュウゼンシュウエキ		7,452		取替工事 トリカエコウジ		6,450

										一般維持管理 イッパンイジカンリ		1,002

						雑収益 ザツシュウエキ		1

		２　営業外収益 エイギョウガイシュウエキ						22,775

				１　受取利息及び配当金 ウケトリリソクオヨ				2,440

						預金利息 ヨキンリソク		2,440		定期預金 テイキヨキン		2,438

										普通預金 フツウヨキン		2

				２　加入金 カニュウキン				11,817

						加入金 カニュウキン		11,817		口径13㍉　130件ほか コウケイケン

				３　他会計補助金 タカイケイホジョキン				7,583

						一般会計補助金 イッパンカイケイホジョキン		7,583		簡易水道統合事業補助金(利息分)

				４　雑収益 ザツシュウエキ				935

						発生品組替益 ハッセイヒンクミカエエキ		50		実地たな卸ほか ジッチオロシ

						不用品売却益 フヨウヒンバイキャクエキ		1		屑鉄 クズテツ

						その他雑収益 タザツシュウエキ		884		電柱敷地料ほか デンチュウシキチリョウ

		３　特別利益 トクベツリエキ						6

				１　固定資産売却益 コテイシサンバイキャクエキ				1

						固定資産売却益 コテイシサンバイキャクエキ		1

				２　過年度損益修正益 カネンドソンエキシュウセイエキ				5

						過年度損益修正益 カネンドソンエキシュウセイエキ		5

		支　出 ササデ										単位　千円 タンイセンエン		1

		款　項 カンコウ		目 モク		節 セツ		本年度予算額 ホンネンドヨサンガク		備　考 ソナエコウ				2

		２　水道事業費用 スイドウジギョウヒヨウ						865,845						3

		１　営業費用 エイギョウヒヨウ						718,794						4

				１　原水及び浄水費 ゲンスイオヨジョウスイヒ				119,042						5

						給料 キュウリョウ		29,558		一般職給 イッパンショクキュウ				6

						手当等 テアテトウ		15,825		扶養手当、期末手当、勤勉手当、 フヨウテアテキマツテアテキンベンテアテ				7

										時間外手当ほか ジカンガイテアテ				8

						法定福利費 ホウテイフクリヒ		8,526		共済組合負担金ほか キョウサイクミアイフタンキン				9

						被服費 ヒフクヒ		174		作業服ほか サギョウフク				10

						備消耗品費 ビショウモウヒンヒ		780						11

						燃料費 ネンリョウヒ		918		車両用燃料 シャリョウヨウネンリョウ				12

						光熱水費 コウネツスイヒ		249		水源地電灯料ほか スイゲンチデントウリョウ				13

						印刷製本費 インサツセイホンヒ		200						14

						通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		3,181		専用電話回線使用料 センヨウデンワカイセンシヨウリョウ				15

						委託料 イタクリョウ		10,967		水質検査 スイシツケンサ		4,617		16

										水源地・配水池点検及び整備委託ほか スイゲンチハイスイチテンケンオヨセイビイタク				17

												4,020		18

										施設草刈・植栽手入れ シセツクサカリショクサイテイ		2,330		19

						手数料 テスウリョウ		496						20

						賃借料 チンシャクリョウ		16						21

						修繕費 シュウゼンヒ		12,616		水源地関係 スイゲンチカンケイ		12,400		22

										自動車点検・修理ほか ジドウシャテンケンシュウリ		216		23

						動力費 ドウリョクヒ		34,667		水源地電力料ほか スイゲンチデンリョクリョウ				24

						薬品費 ヤクヒンヒ		483		電解滅菌機用並塩 デンカイメッキンキヨウナミシオ				25

						材料費 ザイリョウヒ		372						26

						公課費 コウカヒ		14		自動車重量税 ジドウシャジュウリョウゼイ				27

				２　配水及び給水費 ハイスイオヨキュウスイヒ				119,790						28

						給料 キュウリョウ		33,005		一般職給 イッパンショクキュウ				29

						手当等 テアテトウ		19,992		扶養手当、期末手当、勤勉手当、 フヨウテアテキマツテアテキンベンテアテ				30

										時間外手当ほか ジカンガイテアテ				31

						法定福利費 ホウテイフクリヒ		9,584		共済組合負担金ほか キョウサイクミアイフタンキン				32

						被服費 ヒフクヒ		218		作業服ほか サギョウフク				33

						備消耗品費 ビショウモウヒンヒ		921		消耗工具 ショウモウコウグ		590		34

										自動車部品ほか ジドウシャブヒン		331		35

						燃料費 ネンリョウヒ		999		車両用燃料 シャリョウヨウネンリョウ		842		36

										工事用燃料ほか コウジヨウネンリョウ		157		37

						光熱水費 コウネツスイヒ		357						38

						通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		7						39

						委託料 イタクリョウ		9,660		満了量水器取替委託料ほか マンリョウリョウスイキトリカイタクリョウ				40

						手数料 テスウリョウ		856						41

						賃借料 チンシャクリョウ		7,420		配水管布設等借地料 ハイスイカンフセツトウシャクチリョウ		18		42

										機械借上料 キカイカリアリョウ		7,402		43

						修繕費 シュウゼンヒ		4,499		量水器修理 リョウスイキシュウリ		3,537		44

										自動車点検・修理ほか ジドウシャテンケンシュウリ		737		45

										工具器具修理 コウグキグシュウリ		225		46

						請負工事費 ウケオイコウジヒ		20,216		配・給水管改良工事 ハイキュウスイカンカイリョウコウジ		20,216		47

						路面復旧費 ロメンフッキュウヒ		6,431		一般公道修理 イッパンコウドウシュウリ		5,250		48

										新設工事分 シンセツコウジブン		1,181		49

						動力費 ドウリョクヒ		1,934		和田配水池ほか電力料 ワダハイスイチデンリョクリョウ				50

						薬品費 ヤクヒンヒ		5						51

						材料費 ザイリョウヒ		3,600		一般公道修理材料 イッパンコウドウシュウリザイリョウ				52

						補償金 ホショウキン		5						53

						公課費 コウカヒ		81		自動車重量税 ジドウシャジュウリョウゼイ				54

		款　項 カンコウ		目 モク		節 セツ		本年度予算額 ホンネンドヨサンガク		備　考 ソナエコウ				1

				３　受託工事費 ジュタクコウジヒ				17,405						2

						給料 キュウリョウ		3,931		一般職給 イッパンショクキュウ				3

						手当等 テアテトウ		2,347		扶養手当、期末手当、勤勉手当、 フヨウテアテキマツテアテキンベンテアテ				4

										時間外手当ほか				5

						法定福利費 ホウテイフクリヒ		1,144		共済組合負担金ほか キョウサイクミアイフタンキン				6

						被服費 ヒフクヒ		24		作業服ほか サギョウフク				7

						備消耗品費 ビショウモウヒンヒ		80						8

						燃料費 ネンリョウヒ		270		車両用燃料 シャリョウヨウネンリョウ				9

						手数料 テスウリョウ		10						10

						修繕費 シュウゼンヒ		129		自動車点検、修理ほか ジドウシャテンケンシュウリ				11

						請負工事費 ウケオコウジヒ		9,320		下水道工事分 ゲスイドウコウジブン		3,760		12

										県関係工事分 ケンカンケイコウジブン		4,600		13

										宅地造成工事分 タクチゾウセイコウジブン		960		14

						材料費 ザイリョウヒ		141		屋内・凍結・公道修理材料 オクナイトウケツコウドウシュウリザイリョウ				15

						公課費 コウカヒ		9		自動車重量税 ジドウシャジュウリョウゼイ				16

				４　総係費 ソウケイヒ				189,736						17

						給料 キュウリョウ		57,967		一般職給 イッパンショクキュウ				18

						手当等 テアテトウ		31,338		扶養手当、期末手当、勤勉手当、 フヨウテアテキマツテアテキンベンテアテ				19

										時間外手当ほか ジカンガイテアテ				20

						報酬 ホウシュウ		360		嘱託職員 ショクタクショクイン				21

						法定福利費 ホウテイフクリヒ		17,289		共済組合負担金ほか キョウサイクミアイフタンキン				22

						旅費 リョヒ		908		普通旅費 フツウリョヒ				23

						退職給与金 タイショクキュウヨキン		35,617		退職手当 タイショクテアテ				24

						賃金 チンギン		3,447		臨時職員賃金 リンジショクインチンギン				25

						報償費 ホウショウヒ		132		水道料金団体徴収報償金 スイドウリョウキンダンタイチョウシュウホウショウキン				26

						被服費 ヒフクヒ		104		作業服ほか サギョウフク				27

						備消耗品費 ビショウモウヒンヒ		2,818		事務用品ほか ジムヨウヒン				28

						燃料費 ネンリョウヒ		324		車両用燃料 シャリョウヨウネンリョウ				29

						光熱水費 コウネツスイヒ		2,675		庁舎電気料ほか チョウシャデンキリョウ				30

						印刷製本費 インサツセイホンヒ		2,301		納入通知書関係ほか ノウニュウツウチショカンケイ				31

						通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		6,211		庁舎電話使用料ほか チョウシャデンワシヨウリョウ		600		32

										専用電話回線使用料ほか センヨウデンワカイセンシヨウリョウ		570		33

										郵便料ほか ユウビンリョウ		5,041		34

						広告料 コウコクリョウ		12						35

						委託料 イタクリョウ		20,221		庁舎警備委託 チョウシャケイビイタク		384		36

										電算機保守点検委託 デンサンキホシュテンケンイタク		826		37

										検針委託 ケンシンイタク		9,321		38

										電算事務委託 デンサンジムイタク		8,528		39

										庁舎清掃委託ほか チョウシャセイソウイタク		1,162		40

						手数料 テスウリョウ		2,547		水道料金口座振替料ほか スイドウリョウキンコウザフリカエリョウ				41

						賃借料 チンシャクリョウ		2,731		複写機借上料 フクシャキカリアゲリョウ		658		42

										端末機借上料 タンマツキカリアゲリョウ		1,697		43

										電話機借上料ほか デンワキカリアゲリョウ		376		44

						修繕費 シュウゼンヒ		1,310		自動車点検・修理ほか ジドウシャテンケンシュウリ		260		45

										機械器具備品修理 キカイキグビヒンシュウリ		1,050		46

						交際費 コウサイヒ		100						47

						食糧費 ショクリョウヒ		10						48

						厚生費 コウセイヒ		67		市職員共済組合負担金 シショクインキョウサイクミアイフタンキン		67		49

						会費負担金 カイヒフタンキン		570		日本水道協会負担金ほか ニホンスイドウキョウカイフタンキン				50

						保険料 ホケンリョウ		667		建物損害共済 タテモノソンガイキョウサイ		110		51

										自動車損害共済 ジドウシャソンガイキョウサイ		220		52

										送配水管損害賠償保険 ソウハイスイカンソンガイバイショウホケン		204		53

										自動車損害賠償責任保険 ジドウシャソンガイバイショウセキニンホケン		130		54

										委託検針傷害補償保険 イタクケンシンショウガイホショウホケン		3		55

						雑費 ザッピ		10						56

		款　項 カンコウ		目 モク		節 セツ		本年度予算額 ホンネンドヨサンガク		備　考 ソナエコウ				1

				５　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ				259,611						2

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン		259,371		建物 タテモノ		6,176		3

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ				構築物 コウチクブツ		186,988		4

										機械及び装置 キカイオヨソウチ		64,215		5

										車両運搬具 シャリョウウンパング		741		6

										工具器具及び備品 コウグキグオヨビヒン		1,251		7

						無形固定資産 ムケイコテイシサン		240		施設利用権 シセツリヨウケン				8

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ								9

				６　資産減耗費 シサンゲンモウヒ				5,500						10

						固定資産除却費 コテイシサンジョキャクヒ		5,000		構築物 コウチクブツ		4,800		11

										機械及び装置 キカイオヨソウチ		100		12

										工具器具及び備品 コウグキグオヨビヒン		100		13

						たな卸資産減耗費 オロシシサンゲンモウヒ		500						14

				７　その他営業費用 タエイギョウヒヨウ				7,710						15

						材料売却原価 ザイリョウバイキャクゲンカ		360		簡易水道公道修理材料 カンイスイドウコウドウシュウリザイリョウ				16

						水道週間費 スイドウシュウカンヒ		50						17

						受託工事費 ジュタクコウジヒ		82		簡易水道屋内修理ほか カンイスイドウオクナイシュウリ		36		18

										簡易水道路面復旧費 カンイスイドウロメンフッキュウヒ		46		19

						消火栓修繕費 ショウカセンシュウゼンヒ		7,218		一般維持修理 イッパンイジシュウリ		768		20

										取替工事 トリカエコウジ		6,450		21

		２　営業外費用 エイギョウガイヒヨウ						144,925						22

				１　支払利息及び企業債取扱諸費 シハライリソクオヨ				116,676						23

						企業債利息 キギョウサイリソク		116,626						24

						借入金利息 シャクニュウキンリソク		50		一時借入金利息 イチジシャクニュウキンリソク				25

				２　消費税及び地方消費税 ショウヒゼイオヨ				28,224						26

						消費税及び地方消費税 ショウヒゼイオヨ		28,224						27

				３　雑支出 ザツシシュツ				25						28

						不用品売却原価 フヨウヒンバイキャクゲンカ		5		屑鉄ほか クズテツ				29

						その他雑支出 タザツシシュツ		20		過年度分使用料還付金等 カネンドブンシヨウリョウカンプキントウ				30

		３　特別損失 トクベツソンシツ						1,126						31

				１　固定資産売却損 コテイシサンバイキャクソン				1						32

						固定資産売却損 コテイシサンバイキャクソン		1						33

				２　過年度損益修正損 カネンドソンエキシュウセイソン				1,125						34

						過年度損益修正損 カネンドソンエキシュウセイソン		1,125		不納欠損ほか フノウケッソン				35

		４　予備費 ヨビヒ						1,000						36

				１　予備費 ヨビヒ				1,000						37

						予備費 ヨビヒ		1,000						38

														39

														40

		資本勘定 シホンカンサダム												1

		収　入 オサムイリ										単位　千円 タンイセンエン		2

		款　項 カンコウ		目 モク		節 セツ		本年度予算額 ホンネンドヨサンガク		備　考 ソナエコウ				3

		３　資本的収入 シホンテキシュウニュウ						68,602						4

		１　企業債 キギョウサイ						50,000						5

				１　企業債 キギョウサイ				50,000						6

						上水道事業債 ジョウスイドウジギョウサイ		50,000		配水管工事 ハイスイカンコウジ				7

		２　工事負担金 コウジフタンキン						5,530						8

				１　工事負担金 コウジフタンキン				5,530						9

						配水工事負担金 ハイスイコウジフタンキン		5,530		消火栓新設工事分 ショウカセンシンセツコウジブン		2,530		10

										宅地造成工事分 タクチゾウセイコウジブン		3,000		11

		３　他会計補助金 タカイケイホジョキン						13,071						12

				１　他会計補助金 タカイケイホジョキン				13,071						13

						一般会計補助金 イッパンカイケイホジョキン		13,071		簡易水道統合事業補助金（元金分） カンイスイドウトウゴウジギョウホジョキンモトキンブン				14

		４　固定資産売却代金 コテイシサン						1						15

				１　固定資産売却代金 コテイシサンバイキャクダイキン				1						16

						固定資産売却代金 コテイシサンバイキャクダイキン		1						17

														18

		支　出 ササデ										単位　千円 タンイセンエン		19

		款　項 カンコウ		目 モク		節 セツ		本年度予算額 ホンネンドヨサンガク		備　考 ソナエコウ				20

		４　資本的支出 シホンテキシシュツ						386,548						21

		１　建設改良費 ケンセツカイリョウヒ						178,778						22

				１　配水工事費 ハイスイコウジヒ				151,803						23

						給料 キュウリョウ		6,445		一般職給 イッパンショクキュウ				24

						手当等 テアテトウ		3,326		扶養手当、期末手当、勤勉手当、
 フヨウテアテキマツテアテ				25

										時間外手当ほか				26

						法定福利費 ホウテイフクリヒ		1,840		共済組合負担金ほか キョウサイクミアイフタンキン				27

						備消耗品費 ビショウモウヒンヒ		262						28

						印刷製本費 インサツセイホンヒ		42						29

						賃借料 チンシャクリョウ		2,378		幅広複写機借上料ほか ハバヒロフクシャキカリアリョウ				30

						請負工事費 ウケオイコウジヒ		137,510		配水管改良・布設工事（起債分） ハイスイカンカイリョウフセツコウジキサイブン				31

												50,540		32

										配水管改良・布設工事（単独分） ハイスイカンカイリョウフセツコウジタンドクブン				33

												81,440		34

										消火栓新設工事分 ショウカセンシンセツコウジブン		2,530		35

										宅地造成工事分 タクチゾウセイコウジブン		3,000		36

				２　施設改良費 シセツカイリョウヒ				21,200						37

						給料 キュウリョウ		2,775		一般職給 イッパンショクキュウ				38

						手当等 テアテトウ		2,266		扶養手当、期末手当、 フヨウテアテキマツテアテ				39

										勤勉手当、時間外手当ほか ジカンガイテアテ				40

						法定福利費 ホウテイフクリヒ		794		共済組合負担金ほか キョウサイクミアイフタンキン				41

						備消耗品費 ビショウモウヒンヒ		63						42

						印刷製本費 インサツセイホンヒ		2						43

						請負工事費 ウケオイコウジヒ		15,300		水源地ポンプ修繕工事ほか スイゲンチシュウゼンコウジ				44

				３　機械装置購入費 キカイソウチコウニュウヒ				2,190						45

						量水器購入費 リョウスイキコウニュウヒ		1,890		口径13㍉　300個ほか コウケイコ				46

						機械装置購入費 キカイソウチコウニュウヒ		300		無線機、アンテナほか ムセンキ				47

				４　車両購入費 シャリョウコウニュウヒ				1,500						48

						車両購入費 シャリョウコウニュウヒ		1,500		軽自動車（４ＷＤ） ケイジドウシャ				49

				５　工具器具備品購入費 コウグキグ				2,085						50

						工具器具購入費 コウグキグコウニュウヒ		300		コンクリートカッター				51

						備品購入費 ビヒンコウニュウヒ		1,785		エアコンほか				52

		２　企業債償還金 キギョウサイショウカンキン						207,470						53

				１　企業債償還金 キギョウサイショウカンキン				207,470						54

						企業債償還金 キギョウサイショウカンキン		207,470						55

		３　予備費 ヨビヒ						300						56

				１　予備費 ヨビヒ				300						57

						予備費 ヨビヒ		300						58






給与費明細書


１　総括



特別職


(人)


一般職


(人)


報　酬


(千円)


給　料


(千円)


賃　金


(千円)


手　当


(千円)


計


(千円)


損益勘定


支弁職員


30360124,461103,859228,68036,543265,223


資本勘定


支弁職員


309,2205,23214,4522,63417,086


合　計33360133,681109,091243,13239,177282,309


損益勘定


支弁職員


30360132,544108,740241,64437,941279,585


資本勘定


支弁職員


308,9545,72414,6782,55217,230


合　計33360141,498114,464256,32240,493296,815


損益勘定


支弁職員


00△ 8,083△ 4,881△ 12,964△ 1,398△ 14,362


資本勘定


支弁職員


00266△ 492△ 22682△ 144


合　計00△ 7,817△ 5,373△ 13,190△ 1,316△ 14,506


比


　


較


前


年


度


本


年


度


区　分


職　員　数給　与　費


法　定


福利費


(千円)


合 計


(千円)






扶養手当通勤手当


時間外及び


休日勤務手当


期末手当勤勉手当


(千円）(千円）(千円）(千円）(千円）


本年度4,9321,3935,35036,39817,876


前年度6,5941,4454,24839,57419,294


比　較△ 1,662△ 521,102△ 3,176△ 1,418


特殊勤務手当管理職手当住居手当退職給与金


(千円）(千円）(千円）(千円）


本年度5,2811,96228235,617


前年度5,2811,96235435,712


比　較00△ 72△ 95


手当の


内　訳


区　分


区　分


手当の


内　訳




２　給料及び手当の増減額の明細

		区　分

		増減額
（千円）

		増減事由別内訳（千円）

		説　明

		備　考



		給　料

		△7,817

		給与改定に伴う増減分

		

		

		



		

		

		昇給に伴う増減分

		

		

		



		

		

		その他の増減分

		△7,817

		会計間異動による減

		



		手　当

		△5,373

		制度改正に伴う増減分

		

		

		



		

		

		その他の増減分

		△5,373

		会計間異動による減

		





３　給料及び手当の状況

		(１)　職員１人当たりの給与

区　分

行政職

平成21年１月１日現在

平均給料月額
(円)

337,101

平均給与月額
(円)

386,998

平均年齢
(歳)

44.9

平成20年１月１日現在

平均給料月額
(円)

368,511

平均給与月額
(円)

421,921

平均年齢
(歳)

47.1

　

		(２)　初任給


区　分

行政職(円)

高校卒

140,100

大学卒

172,200

一般会計の制度

区　分

行政職(円)

高校卒

140,100

大学卒

172,200



		





(３)　級別職員数



級職員数（人)構成比(％)


１級00.0


２級515.2


３級1545.5


４級824.2


５級26.1


６級13.0


７級13.0


８級13.0


計33100.0


１級00.0


２級25.7


３級1542.9


４級1131.4


５級38.6


６級38.6


７級00.0


８級12.8


計35100.0


区　分


行　政　職


平成21年１月１日現在


平成20年１月１日現在




(級別の標準的な職務内容)

行政職

		職務の級

		標準的な職務



		１級

		・ 定例的な業務を行う主事又は技師の職務

・ 特定の業務を専門的に行う職の職務



		２級

		・ 知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

・ 知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う職の職務



		３級

		・ 主任の職務

・ 相当高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う職の職務



		４級

		・ 係長又は主幹の職務

・ 高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う職の職務



		５級

		・ 課長補佐の職務



		６級

		・ 課長又は主査の職務



		７級

		・ 次長の職務



		８級

		・ 局長又は参事の職務





		(４)　昇　給

区　分

行政職

本年度

職員数(Ａ)
(人)

33

昇給に係る職員数(Ｂ)
(人)

25

号給数別内訳

１号給
(人)

1

２号給
(人)

3

３号給
(人)


４号給
(人)

21

５号給
(人)

比　率(Ｂ/Ａ)
(％)

75.8

前年度

職員数(Ａ)
(人)

33

昇給に係る職員数(Ｂ)
(人)

22

号給数別内訳

１号給
(人)

２号給
(人)

1


３号給
(人)

４号給
(人)

21

５号給
(人)

比　率(Ｂ/Ａ)
(％)

66.7

　

		(５)　特殊勤務手当

区　分

行政職

給料総額に対する比率
(％)


3.95

支給対象職員の比率
(％)
（平成21年１月１日現在）


90.90

支給対象職員１人当たり
の平均支給月額
(円)



14,669

代表的な特殊勤務手当の名称

・　水道料金等の訪問徴収業務に従事したとき。

・　特に危険と認められる工事又は作業に従事したとき。

・　集中監視室の保守点検業務に従事したとき。







(６)　期末手当・勤勉手当

		区　分

		支給期別支給率

		支給率計
(月分)

		職制上の段階、職務の
級等による加算措置

		備　考



		

		６月(月分)

		12月(月分)

		

		

		



		本年度

		2.150

		2.350

		4.50

		有

		



		前年度

		2.150

		2.350

		4.50

		有

		



		一般会計の制度

		2.150

		2.350

		4.50

		有

		





(７)　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

		区　分

		20年勤続の者
(月分)

		25年勤続の者
(月分)

		35年勤続の者
(月分)

		最高限度
(月分)

		その他の加算措置等



		支給率等

		30.55

		41.34

		59.28

		59.28

		・定年前早期退職

(２％～20％加算)



		一般会計の制度

（支給率等）

		30.55

		41.34

		59.28

		59.28

		・定年前早期退職

(２％～20％加算)





(８)　その他の手当

		区　分

		一般会計の
制度との異同

		差異の内容



		扶養手当

		同じ

		



		住居手当

		同じ

		



		通勤手当

		同じ

		





_1296907253.xls

Sheet1


			区　分 クブン			行　政　職 ギョウセイショク


						級 キュウ			職員数（人) ショクインスウニン			構成比(％) コウセイヒ


			平成21年１月１日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ			１級 キュウ			0			0.0


						２級 キュウ			5			15.2


						３級 キュウ			15			45.5


						４級 キュウ			8			24.2


						５級 キュウ			2			6.1


						６級 キュウ			1			3.0


						７級 キュウ			1			3.0


						８級 キュウ			1			3.0


						計 ケイ			33			100.0


			平成20年１月１日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ			１級 キュウ			0			0.0


						２級 キュウ			2			5.7


						３級 キュウ			15			42.9


						４級 キュウ			11			31.4


						５級 キュウ			3			8.6


						６級 キュウ			3			8.6


						７級 キュウ			0			0.0


						８級 キュウ			1			2.8


						計 ケイ			35			100.0










_1296976877.xls

Sheet1


			手当の
内　訳 テトウナイヤク			区　分 クブン			扶養手当 タモツオサムテトウ			通勤手当 ツウツトムテトウ			時間外及び
休日勤務手当 ジカンガイオヨキュウジツ			期末手当 キスエテトウ			勤勉手当 ツトムツトムテトウ


									(千円）			(千円）			(千円）			(千円）			(千円）


						本年度 ホンネンド			4,932			1,393			5,350			36,398			17,876


						前年度 ゼンネンド			6,594			1,445			4,248			39,574			19,294


						比　較 ヒクラ			△ 1,662			△ 52			1,102			△ 3,176			△ 1,418


			手当の
内　訳 テトウナイヤク			区　分 クブン			特殊勤務手当 トクシュキンムテアテ			管理職手当 カンリショクテアテ			住居手当 ジュウキョテアテ			退職給与金 タイショクキュウヨキン


									(千円）			(千円）			(千円）			(千円）


						本年度 ホンネンド			5,281			1,962			282			35,617


						前年度 ゼンネンド			5,281			1,962			354			35,712


						比　較 ヒクラ			0			0			△ 72			△ 95










_1296631020.xls

Sheet1


			区　分 クブン						職　員　数 ショクインカズ						給　与　費 キュウアタエヒ															法　定
福利費
(千円) ホウサダムフクリヒ			合 計
(千円) ゴウケイ


									特別職
(人) トクベツショク			一般職
(人) イッパンショク			報　酬
(千円) ホウシュウ			給　料
(千円) キュウリョウ			賃　金
(千円) チンキン			手　当
(千円) テトウ			計
(千円) ケイ


			本年度 ホンネンド			損益勘定
支弁職員 ソンエキカンジョウシベンショクイン						30			360			124,461						103,859			228,680			36,543			265,223


						資本勘定
支弁職員 シホンカンジョウシベンショクイン						3			0			9,220						5,232			14,452			2,634			17,086


						合　計 ゴウケイ						33			360			133,681						109,091			243,132			39,177			282,309


			前年度 ゼンネンド			損益勘定
支弁職員 ソンエキカンジョウシベンショクイン						30			360			132,544						108,740			241,644			37,941			279,585


						資本勘定
支弁職員 シホンカンジョウシベンショクイン						3			0			8,954						5,724			14,678			2,552			17,230


						合　計 ゴウケイ						33			360			141,498						114,464			256,322			40,493			296,815


			比　較 ヒクラ			損益勘定
支弁職員 ソンエキカンジョウシベンショクイン						0			0			△ 8,083						△ 4,881			△ 12,964			△ 1,398			△ 14,362


						資本勘定
支弁職員 シホンカンジョウシベンショクイン						0			0			266						△ 492			△ 226			82			△ 144


						合　計 ゴウケイ						0			0			△ 7,817						△ 5,373			△ 13,190			△ 1,316			△ 14,506













債務負担行為に関する調書

		事　項

		限　度　額

		前年度末までの支払
義務発生(見込)額

		当該年度以降の
支払義務発生予定額

		左の財源内訳



		

		

		期　間

		金　額

		期　間

		金　額

		損益勘定
留保資金



		平成21年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成20年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為



		当該事項ごとに平成21年度予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額

		平成20年度

		

		平成21年度から契約が満了する日の属する年度

		限度額から前年度末までの支払額を控除した額

		限度額から前年度末までの支払額を控除した額






Sheet1

		平成20年度　倉吉市水道事業予定損益計算書（前年度分） ヘイセイネンドクラヨシシスイドウジギョウヨテイソンエキケイサンショゼンネンドブン

		（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで） ヘイセイネンガツニチヘイセイネンガツニチ

														単位　千円 タンイセンエン

		１　営業収益

		(１)　給水収益				742,447

		(２)　受託工事収益				10,217

		(３)　その他営業収益				87,782				840,446

		２　営業費用

		(１)　原水及び浄水費				113,881

		(２)　配水及び給水費				119,107

		(３)　受託工事費				17,873

		(４)　総係費				191,717

		(５)　減価償却費				268,232

		(６)　資産減耗費				3,652

		(７)　その他営業費用				7,292				721,754

		営業利益												118,692

		３　営業外収益

		(１)　受取利息及び配当金				2,846

		(２)　加入金				9,410

		(３)　他会計補助金				8,462

		(４)　雑収益				949				21,667

		４　営業外費用

		(１)　支払利息及び企業債取扱諸費				126,776

		(２)　雑支出				25				126,801				△ 105,134

		経常利益												13,558

		５　特別利益

		(１)　固定資産売却益				1

		(２)　過年度損益修正益				5				6

		６　特別損失

		(１)　固定資産売却損				1

		(２)　過年度損益修正損				878				879				△ 873

		７　予備費

		(１)　予備費				1,000				1,000

		当年度純利益												11,685

		前年度繰越利益剰余金												254,839

		当年度未処分利益剰余金												266,524






H20予定貸借対照表

		平成20年度倉吉市水道事業予定貸借対照表（前年度分） ヘイセイネンドクラヨシシスイドウジギョウヨテイタイシャクタイショウヒョウゼンネンドブン

		（平成21年３月31日現在見込） ヘイセイネンガツニチゲンザイミコ

		資産の部 シサンブ

																		単位   円 タンイエン

		１　固定資産 コテイシサン

		(１)　有形固定資産 ユウケイコテイシサン

		イ　土地 トチ								192,381,617

		ロ　建物 タテモノ				272,723,515

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				104,993,093				167,730,422

		ハ　構築物 コウチクブツ				8,529,068,230

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				3,651,275,073				4,877,793,157

		ニ　機械及び装置 キカイオヨソウチ				1,704,716,345

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				1,164,985,023				539,731,322

		ホ　車両運搬具 シャリョウウンパング				18,654,929

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				10,765,225				7,889,704

		ヘ　工具器具及び備品 コウグキグオヨビヒン				21,591,888

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				15,809,239				5,782,649

		有形固定資産合計 ユウケイコテイシサンゴウケイ												5,791,308,871

		(２)　無形固定資産 ムケイコテイシサン

		イ　施設利用権 シセツリヨウケン								6,390,901

		ロ　電話加入権 デンワカニュウケン								221,800

		無形固定資産合計 ムケイコテイシサンゴウケイ												6,612,701

		固定資産合計 コテイシサンゴウケイ																5,797,921,572

		２　流動資産 リュウドウシサン

		(１)　現金預金 ゲンキンヨキン												624,581,563

		(２)　未収金 ミシュウキン												43,641,416

		(３)　貯蔵品 チョゾウヒン												9,106,228

		流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ																677,329,207

		資産合計 シサンゴウケイ																6,475,250,779

		負債の部 フサイブ

																		単位   円 タンイエン

		３　固定負債 コテイフサイ

		(１)　引当金 ヒキアテキン

		イ　退職給与引当金 タイショクキュウヨヒキアテキン												108,700,000

		ロ　修繕引当金 シュウゼンヒキアテキン												14,145,000

		固定負債合計 コテイフサイゴウケイ																122,845,000

		４　流動負債 リュウドウフサイ

		(１)　未払金 ミハラキン												10,457,400

		(２)　預り金 アズカキン												71,006,762

		流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ																81,464,162

		負債合計 フサイゴウケイ																204,309,162

		資本の部 シホンブ

		５　資本金 シホンキン

		(１)　自己資本金 ジコシホンキン												973,940,926

		(２)　借入資本金 カリイレシホンキン

		イ　企業債 キギョウサイ								3,125,903,625

		借入資本金合計 カリイレシホンキンゴウケイ												3,125,903,625

		資本金合計 シホンキンゴウケイ																4,099,844,551

		６　剰余金 ジョウヨキン

		(１)　資本剰余金 シホンジョウヨキン

		イ　国庫（県）補助金 コッコケンホジョキン								367,000

		ロ　受贈財産評価額 ジュゾウザイサンヒョウカガク								250,887,508

		ハ　工事負担金 コウジフタンキン								1,162,077,454

		ニ　その他資本剰余金 タシホンジョウヨキン								280,179,647

		資本剰余金合計 シホンジョウヨキンゴウケイ												1,693,511,609

		(２)　利益剰余金 リエキジョウヨキン

		イ　減債積立金 ゲンサイツミタテキン								36,500,000

		ロ　利益積立金 リエキツミタテキン								4,000,000

		ハ　建設改良積立金 ケンセツカイリョウツミタテキン								170,561,788

		ニ　当年度未処分利益
　剰余金 トウネンドミショブンリエキジョウヨキン								266,523,669

		利益剰余金合計 リエキジョウヨキンゴウケイ												477,585,457

		剰余金合計 ジョウヨキンゴウケイ																2,171,097,066

		資本合計 シホンゴウケイ																6,270,941,617

		負債資本合計 フサイシホンゴウケイ																6,475,250,779





H21予定貸借対照表

		平成21年度倉吉市水道事業予定貸借対照表 ヘイセイネンドクラヨシシスイドウジギョウヨテイタイシャクタイショウヒョウ																		1

		（平成22年３月31日現在見込） ヘイセイネンガツニチゲンザイミコ																		2

																				3

		資産の部 シサンブ																		4

																		単位   円 タンイエン		5

		１　固定資産 コテイシサン																		6

		(１)　有形固定資産 ユウケイコテイシサン																		7

		イ　土地 トチ								192,381,617										8

		ロ　建物 タテモノ				272,723,515														9

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				111,168,439				161,555,076										10

		ハ　構築物 コウチクブツ				8,674,641,230														11

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				3,838,263,137				4,836,378,093										12

		ニ　機械及び装置 キカイオヨソウチ				1,722,219,345														13

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				1,229,200,438				493,018,907										14

		ホ　車両運搬具 シャリョウウンパング				20,080,929														15

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				11,506,570				8,574,359										16

		ヘ　工具器具及び備品 コウグキグオヨビヒン				23,477,888														17

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				17,059,392				6,418,496										18

																				19

		有形固定資産合計 ユウケイコテイシサンゴウケイ												5,698,326,548						20

																				21

		(２)　無形固定資産 ムケイコテイシサン																		22

		イ　施設利用権 シセツリヨウケン								6,151,194										23

		ロ　電話加入権 デンワカニュウケン								221,800										24

																				25

		無形固定資産合計 ムケイコテイシサンゴウケイ												6,372,994						26

																				27

		固定資産合計 コテイシサンゴウケイ																5,704,699,542		28

																				29

		２　流動資産 リュウドウシサン																		30

		(１)　現金預金 ゲンキンヨキン												633,741,693						31

		(２)　未収金 ミシュウキン												42,816,416						32

		(３)　貯蔵品 チョゾウヒン												9,156,228						33

																				34

		流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ																685,714,337		35

																				36

		資産合計 シサンゴウケイ																6,390,413,879		37

																				38

																				39

																				40

																				41

																				42

																				43

																				44

																				45

																				46

																				47

																				48

																				49

																				50

																				51

																				52

																				53

																				54

																				55

																				56

																				1

																				2

																				3

		負債の部 フサイブ																		4

																		単位   円 タンイエン		5

		３　固定負債 コテイフサイ																		6

		(１)　引当金 ヒキアテキン																		7

		イ　退職給与引当金 タイショクキュウヨヒキアテキン												137,825,000						8

		ロ　修繕引当金 シュウゼンヒキアテキン												14,145,000						9

																				10

		固定負債合計 コテイフサイゴウケイ																151,970,000		11

																				12

		４　流動負債 リュウドウフサイ																		13

		(１)　未払金 ミハラキン												11,814,500						14

		(２)　預り金 アズカキン												71,006,762						15

																				16

		流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ																82,821,262		17

																				18

		負債合計 フサイゴウケイ																234,791,262		19

																				20

																				21

		資本の部 シホンブ																		22

																				23

		５　資本金 シホンキン																		24

		(１)　自己資本金 ジコシホンキン												1,019,250,926						25

		(２)　借入資本金 カリイレシホンキン																		26

		イ　企業債 キギョウサイ								2,968,433,625										27

																				28

		借入資本金合計 カリイレシホンキンゴウケイ												2,968,433,625						29

																				30

		資本金合計 シホンキンゴウケイ																3,987,684,551		31

																				32

		６　剰余金 ジョウヨキン																		33

		(１)　資本剰余金 シホンジョウヨキン																		34

		イ　国庫（県）補助金 コッコケンホジョキン								367,000										35

		ロ　受贈財産評価額 ジュゾウザイサンヒョウカガク								250,887,508										36

		ハ　工事負担金 コウジフタンキン								1,167,444,454										37

		ニ　その他資本剰余金 タシホンジョウヨキン								293,250,647										38

																				39

		資本剰余金合計 シホンジョウヨキンゴウケイ												1,711,949,609						40

																				41

		(２)　利益剰余金 リエキジョウヨキン																		42

		イ　減債積立金 ゲンサイツミタテキン								36,500,000										43

		ロ　利益積立金 リエキツミタテキン								4,000,000										44

		ハ　建設改良積立金 ケンセツカイリョウツミタテキン								125,251,788										45

		ニ　当年度未処分利益
　剰余金 トウネンドミショブンリエキジョウヨキン								290,236,669										46

																				47

		利益剰余金合計 リエキジョウヨキンゴウケイ												455,988,457						48

																				49

		剰余金合計 ジョウヨキンゴウケイ																2,167,938,066		50

																				51

		資本合計 シホンゴウケイ																6,155,622,617		52

																				53

		負債資本合計 フサイシホンゴウケイ																6,390,413,879		54






Sheet

		平成21年度　倉吉市水道事業会計予算実施計画 ヘイセイネンドクラヨシシスイドウジギョウカイケイヨサンジッシケイカク

		収益的収入及び支出 オサムエキマトオサムイリオヨササデ

		収　入 オサムイリ										単位　千円 タンイセンエン

		款 カン		項 コウ		目 モク		予定額 ヨサダムガク		備　考 ソナエコウ

		１ 水道事業収益 スイドウジギョウシュウエキ						894,583

				１ 営業収益 エイギョウシュウエキ				871,802

						１ 給水収益 キュウスイシュウエキ		773,855		水道料金 スイドウリョウキン		748,900

										量水器使用料 リョウスイキシヨウリョウ		24,955

						２ 受託工事収益 ジュタクコウジシュウエキ		6,919		受託工事収益 ジュタクコウジシュウエキ		6,553

										修繕工事収益 シュウゼンコウジシュウエキ		366

						３ その他営業収益 タエイギョウシュウエキ		91,028		材料売却収益 ザイリョウバイキャクシュウエキ		378

										手数料 テスウリョウ		540

										受託収益 ジュタクシュウエキ		82,657

										消火栓修繕収益 ショウカセンシュウゼンシュウエキ		7,452

										雑収益 ザツシュウエキ		1

				２ 営業外収益 エイギョウガイシュウエキ				22,775

						１ 受取利息及び配当金 ウケトリリソクオヨハイトウキン		2,440		預金利息 ヨキンリソク

						２ 加入金 カニュウキン		11,817

						３ 他会計補助金 タカイケイホジョキン		7,583		一般会計補助金（利息分） イッパンカイケイホジョキンリソクブン

						４ 雑収益 ザツシュウエキ		935		発生品組替益 ハッセイヒンクミカエエキ		50

										不用品売却収益 フヨウヒンバイキャクシュウエキ		1

										その他雑収益 タザツシュウエキ		884

				３ 特別利益 トクベツリエキ				6

						１ 固定資産売却益 コテイシサンバイキャクエキ		1

						２ 過年度損益修正益 カネンドソンエキオサムセイエキ		5

		支　出 ササデ										単位　千円 タンイセンエン

		款 カン		項 コウ		目 モク		予定額 ヨサダムガク		備　考 ソナエコウ

		２　水道事業費用 スイドウジギョウヒヨウ						865,845

				１　営業費用 エイギョウヒヨウ				718,794

						１　原水及び浄水費 ゲンスイオヨジョウミズヒ		119,042		給料 キュウリョウ		29,558

										手当等 テトウトウ		15,825

										法定福利費 ホウテイフクリヒ		8,526

										委託料 イコトヅケリョウ		10,967

										修繕費 オサムツクロヒ		12,616

										動力費 ドウチカラヒ		34,667

										需用費ほか ジュヨウヒ		6,883

						２　配水及び給水費 ハイスイオヨキュウミズヒ		119,790		給料 キュウリョウ		33,005

										手当等 テトウトウ		19,992

										法定福利費 ホウテイフクリヒ		9,584

										委託料 イコトヅケリョウ		9,660

										賃借料 チンシャクリョウ		7,420

										修繕費 オサムツクロヒ		4,499

										請負工事費 ウケオイコウジヒ		20,216

										路面復旧費 ロメンフッキュウヒ		6,431

										動力費 ドウチカラヒ		1,934

										材料費 ザイリョウヒ		3,600

										需用費ほか ジュヨウヒ		3,449

						３　受託工事費 ジュタクコウジヒ		17,405		給料 キュウリョウ		3,931

										手当等 テトウトウ		2,347

										法定福利費 ホウテイフクリヒ		1,144

										請負工事費 ウケオイコウジヒ		9,320

										需用費ほか ジュヨウヒ		663

		款 カン		項 コウ		目 モク		予定額 ヨサダムガク		備　考 ソナエコウ

						４　総係費 ソウケイヒ		189,736		給料 キュウリョウ		57,967

										手当等 テトウトウ		31,338

										法定福利費 ホウテイフクリヒ		17,289

										退職給与金 タイショクキュウヨキン		35,617

										賃金 チンキン		3,447

										光熱水費 ヒカリネツスイヒ		2,675

										印刷製本費 インサツセイホンヒ		2,301

										通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		6,211

										委託料 イコトヅケリョウ		20,221

										手数料 テカズリョウ		2,547

										賃借料 チンシャクリョウ		2,731

										修繕費 オサムツクロヒ		1,310

										需用費ほか ジュヨウヒ		6,082

						５　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		259,611		有形固定資産減価償却費 ユウケイコテイシサンゲンカショウキャクヒ		259,371

										無形固定資産減価償却費 ムケイコテイシサンゲンカショウキャクヒ		240

						６　資産減耗費 シサンゲンモウヒ		5,500		固定資産除却費 コテイシサンジョキャクヒ		5,000

										たな卸資産減耗費 オロシシサンゲンモウヒ		500

						７　その他営業費用 タエイギョウヒヨウ		7,710		材料売却原価 ザイリョウバイキャクゲンカ		360

										水道週間費 スイドウシュウカンヒ		50

										受託工事費 ジュタクコウジヒ		82

										消火栓修繕費 ショウカセンシュウゼンヒ		7,218

				２　営業外費用 エイギョウガイヒヨウ				144,925

						１　支払利息及び企業債取扱諸費 シハライリソクオヨ		116,676		企業債利息 キギョウサイリソク		116,626

										借入金利息 シャクニュウキンリソク		50

						２　消費税及び地方消費税 ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイ		28,224

						３　雑支出 ザツシシュツ		25		不用品売却原価 フヨウヒンバイキャクゲンカ		5

										その他雑支出 タザツシシュツ		20

				３　特別損失 トクベツソンシツ				1,126

						１　固定資産売却損 コテイシサンバイキャクソン		1

						２　過年度損益修正損 カネンドソンエキオサムセイソン		1,125

				４　予備費 ヨビヒ				1,000

						１　予備費 ヨビヒ		1,000

				資本的収入及び支出 シホンテキオサムイリオヨササデ

		収　入 オサムイリ										単位　千円 タンイセンエン

		款 カン		項 コウ		目 モク		予定額 ヨサダムガク		備　考 ソナエコウ

		３　資本的収入 シホンテキシュウニュウ						68,602

				１　企業債 キギョウサイ				50,000

						１　企業債 キギョウサイ		50,000

				２　工事負担金 コウジフタンキン				5,530

						１　工事負担金 コウジフタンキン		5,530

				３　他会計補助金 タカイケイホジョキン				13,071

						１　他会計補助金 タカイケイホジョキン		13,071		一般会計補助金（元金分） イッパンカイケイホジョキンガンキンブン

				４　固定資産売却代金 コテイシサンバイキャクダイキン				1

						１　固定資産売却代金 コテイシサンバイキャクダイキン		1

		支　出 ササデ										単位　千円 タンイセンエン

		款 カン		項 コウ		目 モク		予定額 ヨサダムガク		備　考 ソナエコウ

		４　資本的支出 シホンテキシシュツ						386,548

				１　建設改良費 ケンセツカイリョウヒ				178,778

						１　配水工事費 ハイスイコウジヒ		151,803		給料 キュウリョウ		6,445

										手当等 テトウトウ		3,326

										法定福利費 ホウテイフクリヒ		1,840

										賃借料 チンシャクリョウ		2,378

										請負工事費 ウケオイコウジヒ		137,510

										需用費ほか ジュヨウヒ		304

						２　施設改良費 シセツカイリョウヒ		21,200		給料 キュウリョウ		2,775

										手当等 テトウトウ		2,266

										法定福利費 ホウテイフクリヒ		794

										請負工事費 ウケオイコウジヒ		15,300

										需用費ほか ジュヨウヒ		65

						３　機械装置購入費 キカイソウチコウニュウヒ		2,190		量水器購入費 リョウスイキコウニュウヒ		1,890

										機械装置購入費 キカイソウチコウニュウヒ		300

						４　車両購入費 シャリョウコウニュウヒ		1,500		車両購入費 シャリョウコウニュウヒ

						５　工具器具備品購入費 コウグキグ		2,085		工具器具購入費 コウグキグコウニュウヒ		300

										備品購入費 ビヒンコウニュウヒ		1,785

				２　企業債償還金 キギョウサイショウカンキン				207,470

						１　企業債償還金 キギョウサイショウカンキン		207,470

				３　予備費 ヨビヒ				300

						１　予備費 ヨビヒ		300






平成２１年３月９日


平成２１年度 倉吉市水道事業会計予算書

倉吉市水道局


議案第31号

平成21年度倉吉市水道事業会計予算

（総則）

第１条　平成21年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(１)　総配水量
6,179,713立方メートル

イ　一日平均
16,931立方メートル

(２)　給水戸数
17,666戸

(３)　建設改良事業

イ　配水工事
151,803千円

ロ　施設改良工事
21,200千円

ハ　営業設備
5,775千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。


		収　　入



		第１款　水道事業収益

		894,583千円



		第１項　営業収益

		871,802千円



		第２項　営業外収益

		22,775千円



		第３項　特別利益

		6千円



		支　　出



		第２款　水道事業費用

		865,845千円



		第１項　営業費用

		718,794千円



		第２項　営業外費用

		144,925千円



		第３項　特別損失

		1,126千円



		第４項　予備費

		1,000千円





（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 317,946千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,525千円、当年度分損益勘定留保資金 265,111千円及び建設改良積立金 45,310千円で補てんするものとする。）。

		収　　入



		第３款　資本的収入

		68,602千円



		第１項　企業債

		50,000千円



		第２項　工事負担金

		5,530千円



		第３項　他会計補助金

		13,071千円



		第４項　固定資産売却代金

		1千円



		支　　出



		第４款　資本的支出

		386,548千円



		第１項　建設改良費

		178,778千円



		第２項　企業債償還金

		207,470千円



		第３項　予備費

		300千円





（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

		起債の目的

		限度額

		起債の方法

		利率

		償還の方法



		配水工事費

		50,000千円

		証書借入又は
証券発行

		年10.0％以内

		30年以内（内据置５年以内）その他は、借入先の融資条件による。

ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。





（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。




（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(１)　職員給与費
282,309千円

(２)　交際費
100千円


（他会計からの補助金）

第９条　黒見、灘手、大鴨簡易水道、小鴨川右岸、栗尾及び半坂の簡易水道統合事業の補助金として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、20,654千円である。

（利益剰余金の処分）

第10条　繰越利益剰余金のうち50,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

建設改良積立金　　50,000千円

（たな卸資産購入限度額）

第11条　たな卸資産の購入限度額は、6,070千円と定める。


平成21年３月９日提出

倉吉市長　長谷川　稔

第２款　　水道事業費用


第１項　営業費用


第２項　営業外費用


第３項　特別損失








の各項間の流用









Sheet1

		平成21年度　倉吉市水道事業会計資金計画 ヘイセイネンドクラヨシシスイドウジギョウカイケイシキンケイカク

										単位　千円 タンイセンエン

		区　分 クブン		前年度決算見込額 ゼンネンドケッサンミコミガク		当年度予定額 トウネンドヨテイガク		増　減 ゾウゲン		備　考 ソナエコウ

		（受入資金） ウケイレシキン		2,522,608		2,439,498		△ 83,110

		１　事業収益 ジギョウシュウエキ		862,609		853,385		△ 9,224

		２　前年度未収金 ゼンネンドミシュウキン		42,823		40,848		△ 1,975

		３　固定資産売却代金 コテイシサンバイキャクダイキン		1		1		0

		４　工事負担金 コウジフタンキン		2,230		5,530		3,300

		５　預り金 アズカキン		852,081		852,081		0

		６　前年度繰越金 ゼンネンドクリコシキン		747,948		624,582		△ 123,366

		７　企業債 キギョウサイ		0		50,000		50,000

		８　他会計補助金 タカイケイホジョキン		14,916		13,071		△ 1,845

		（支払資金) シハラシキン		1,898,026		1,805,756		△ 92,270

		１　事業費 ジギョウヒ		647,811		550,600		△ 97,211

		２　材料費 ザイリョウヒ		5,186		6,070		884

		３　建設改良費 ケンセツカイリョウヒ		177,847		179,078		1,231

		４　企業債償還金 キギョウサイショウカンキン		202,742		207,470		4,728

		５　前年度未払金 ゼンネンドミハラキン		12,359		10,457		△ 1,902

		６　預り金 アズカキン		852,081		852,081		0

		差　引 サイン		624,582		633,742		9,160







