
平成２２年３月２日 

平成２２年度 倉吉市水道事業会計予算書 

倉吉市水道局



 



 

議案第27号 

 

平成22年度倉吉市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成22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 6,025,933立方メートル 

イ 一日平均 16,509立方メートル 

(２) 給水戸数 17,592戸 

(３) 建設改良事業 

イ 配水工事 212,351千円 

ロ 施設改良工事 5,665千円 

ハ 営業設備 7,023千円 

（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 877,385千円

第１項 営業収益 854,326千円

第２項 営業外収益 23,053千円

第３項 特別利益 6千円

支  出 

第２款 水道事業費用 861,281千円

第１項 営業費用 723,877千円

第２項 営業外費用 134,738千円

第３項 特別損失 1,666千円

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 275,544千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,164千円、当年度

分損益勘定留保資金 263,621千円及び建設改良積立金 4,759千円で補てんするものとする。）。 

収  入 

第３款 資本的収入 148,883千円

第１項 企業債 80,000千円

第２項 工事負担金 55,297千円

第３項 他会計補助金 13,585千円

第４項 固定資産売却代金 1千円

支  出 

第４款 資本的支出 424,427千円

第１項 建設改良費 225,039千円

第２項 企業債償還金 199,088千円

第３項 予備費 300千円
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（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事 項 期 間 限度額 

倉吉市水道事業会計システム保守委託料 平成22年度から平成26年度まで 3,600千円 

倉吉市水道事業会計システム借上料 平成22年度から平成26年度まで 5,940千円 

平成22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21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 

平成22年度から契約が満了する

日の属する年度まで 

当該事項ごとに平成

22年度の予定額とし

て議決を得た額に契

約年数を乗じた額 

（企業債） 

第６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 80,000千円 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７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８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。 

(１) 収益的支出における各項間の流用 

(２) 資本的支出における各項間の流用 

（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９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 278,499千円 

(２) 交際費 100千円 

（他会計からの補助金） 

第10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並びに児童手当

及び子ども手当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、24,658千円である。 

（利益剰余金の処分） 

第11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12条 たな卸資産の購入限度額は、5,031千円と定める。 

 

平成22年３月２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 877,385
１ 営業収益 854,326

１ 給水収益 746,370 水道料金 721,530
量水器使用料 24,840

２ 受託工事収益 16,582 受託工事収益 16,216
修繕工事収益 366

91,374 材料売却収益 252
手数料 540
受託収益 81,839
消火栓修繕収益 8,742
雑収益 1

２ 営業外収益 23,053
1,700 預金利息

２ 加入金 8,900
３ 他会計補助金 11,073

４ 雑収益 1,380 発生品組替益 100
不用品売却収益 1
その他雑収益 1,279

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 861,281
１　営業費用 723,877

125,386 給料 29,282
手当等 16,802
法定福利費 9,515
委託料 11,297
修繕費 17,070
動力費 35,000
需用費ほか 6,420

118,513 給料 33,480
手当等 20,568
法定福利費 10,923
委託料 13,230
賃借料 6,851
修繕費 4,739
請負工事費 16,845
路面復旧費 4,069
動力費 1,934
材料費 3,000
需用費ほか 2,874

３　受託工事費 25,694 給料 2,852
手当等 2,635
法定福利費 933
請負工事費 18,766
需用費ほか 508

備　考

平成22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

一般会計補助金（簡易水道統合事
業補助金(利息分)、児童手当及び
子ども手当補助金）

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 181,769 給料 56,535

手当等 32,855
法定福利費 18,919
退職給与金 27,792
賃金 3,447
光熱水費 2,403
印刷製本費 2,147
通信運搬費 5,598
委託料 17,178
手数料 2,405
賃借料 3,895
修繕費 1,578
需用費ほか 7,017

５　減価償却費 260,076 有形固定資産減価償却費 259,836
無形固定資産減価償却費 240

６　資産減耗費 3,545 固定資産除却費 3,045
たな卸資産減耗費 500

７　その他営業費 8,894 消火栓修繕費 8,508
材料売却原価ほか 386

２　営業外費用 134,738
107,684 企業債利息 107,634

借入金利息 50
２　消費税及び地
方消費税

27,029

３　雑支出 25
３　特別損失 1,666

１　固定資産売却
損

1

２　過年度損益修
正損

1,665

４　予備費 1,000
１　予備費 1,000

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 148,883
１　企業債 80,000

１　企業債 80,000
２　工事負担金 55,297

１　工事負担金 55,297
13,585

１　他会計補助金 13,585

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 424,427
１　建設改良費 225,039

１　配水工事費 212,351 給料 10,454
手当等 5,540
法定福利費 3,374
賃借料 2,378
請負工事費 189,728
需用費ほか 877

２　施設改良費 5,665 請負工事費 5,600
需用費ほか 65

2,348 量水器購入費 2,048
機械装置購入費 300

４　車両購入費 2,800 車両購入費
1,875 工具器具購入費 300

備品購入費 1,575
199,088

１　企業債償還金 199,088
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

一般会計補助金（簡易水道統合事
業補助金(元金分)）

資本的収入及び支出
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平成22年度　倉吉市水道事業会計資金計画

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） 2,818,455 2,866,905 48,450

１　事業収益 841,109 841,316 207

２　前年度未収金 36,933 33,894 △ 3,039

３　固定資産売却代金 6 1 △ 5

４　工事負担金 2,133 55,297 53,164

５　預り金 1,207,446 1,207,446 0

６　前年度繰越金 667,757 635,366 △ 32,391

７　企業債 50,000 80,000 30,000

８　他会計補助金 13,071 13,585 514

（支払資金) 2,183,089 2,235,073 51,984

１　事業費 578,460 585,624 7,164

２　材料費 4,940 5,031 91

３　建設改良費 178,999 225,339 46,340

４　企業債償還金 207,470 199,088 △ 8,382

５　前年度未払金 5,774 12,545 6,771

６　預り金 1,207,446 1,207,446 0

差　引 635,366 631,832 △ 3,534
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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

30 360 122,149 96,602 219,111 40,290 259,401

資本勘定
支弁職員

3 0 10,454 5,270 15,724 3,374 19,098

合　計 33 360 132,603 101,872 234,835 43,664 278,499

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

0 0 △ 2,312 △ 7,257 △ 9,569 3,747 △ 5,822

資本勘定
支弁職員

0 0 1,234 38 1,272 740 2,012

合　計 0 0 △ 1,078 △ 7,219 △ 8,297 4,487 △ 3,810

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 6,168 1,479 7,764 33,515 16,681
前年度 4,932 1,393 5,350 36,398 17,876
比　較 1,236 86 2,414 △ 2,883 △ 1,195

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 1,230 27,792
前年度 5,281 1,962 282 35,617
比　較 0 0 948 △ 7,825

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 △1,078 

その他の増減分 △1,078 会計間異動による減額  

制度改正に伴う増減分   

手 当 △7,219 
その他の増減分 △7,219

退職給与金の減及び期末・勤勉

手当の支給割合の引下げ等に

よる減額 
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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) 341,147

平均給与月額 (円) 396,907平成22年１月１日現在 

平均年齢 (歳) 44.6

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

(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
２級 4 12.1
３級 21 63.6
４級 3 9.1
５級 2 6.1
６級 2 6.1
７級
８級 1 3.0
計 33 100.0
１級
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

区　分
行　政　職

平成22年１月１日現在

平成21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) 26

１号給 (人)

２号給 (人) 4

３号給 (人)

４号給 (人) 22

号給数別内訳

５号給 (人)

本
年
度 

比 率(Ｂ/Ａ) (％) 78.8

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)

前
年
度 

比 率(Ｂ/Ａ) (％) 75.8

(５) 特殊勤務手当 

区 分 行政職 

給料総額に対する比率 (％)  3.98 

支給対象職員の比率 (％)

（平成22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 1.950 2.200 4.15 有  

前年度 2.150 2.350 4.50 有  

一般会計の制度 1.950 2.200 4.15 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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単位 千円
１　営業収益
(１)　給水収益 718,528
(２)　受託工事収益 8,639
(３)　その他営業収益 88,134 815,301

２　営業費用
(１)　原水及び浄水費 116,568
(２)　配水及び給水費 115,316
(３)　受託工事費 19,963
(４)　総係費 179,139
(５)　減価償却費 265,664
(６)　資産減耗費 4,000
(７)　その他営業費用 7,958 708,608

営業利益 106,693

３　営業外収益
(１)　受取利息及び配当金 2,387
(２)　加入金 9,315
(３)　他会計補助金 7,583
(４)　雑収益 1,740 21,025

４　営業外費用
(１)　支払利息及び企業債取扱諸費 116,676
(２)　雑支出 25 116,701 △ 95,676

経常利益 11,017

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 38
(２)　過年度損益修正損 2,269 2,307 △ 2,301

７　予備費
(１)　予備費 1,000 1,000

当年度純利益 7,716

前年度繰越利益剰余金 226,091
当年度未処分利益剰余金 233,807

平成21年度　倉吉市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
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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 273,229,828
　　減価償却累計額 111,303,523 161,926,305
ハ　構築物 8,661,345,492
　　減価償却累計額 3,833,068,728 4,828,276,764
ニ　機械及び装置 1,719,713,156
　　減価償却累計額 1,226,764,153 492,949,003
ホ　車両運搬具 18,611,224
　　減価償却累計額 11,737,823 6,873,401
ヘ　工具器具及び備品 21,177,838
　　減価償却累計額 15,750,859 5,426,979

有形固定資産合計 5,687,834,069

(２)　無形固定資産
イ　施設利用権 6,151,154
ロ　電話加入権 221,800

無形固定資産合計 6,372,954

固定資産合計 5,694,207,023

２　流動資産
(１)　現金預金 635,365,809
(２)　未収金 36,801,929
(３)　貯蔵品 9,236,711

流動資産合計 681,404,449

資産合計 6,375,611,472

平成21年度倉吉市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（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 102,859,000
ロ　修繕引当金 14,164,000

固定負債合計 117,023,000

４　流動負債
(１)　未払金 12,545,100
(２)　預り金 100,620,515

流動負債合計 113,165,615

負債合計 230,188,615

５　資本金
(１)　自己資本金 1,014,623,087
(２)　借入資本金
イ　企業債 2,968,434,289

借入資本金合計 2,968,434,289

資本金合計 3,983,057,376

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 1,162,173,654
ニ　その他資本剰余金 293,250,538

資本剰余金合計 1,706,678,700

(２)　利益剰余金
イ　減債積立金 38,000,000
ロ　利益積立金 4,000,000
ハ　建設改良積立金 179,879,627
ニ　当年度未処分利益
　剰余金 233,807,154

利益剰余金合計 455,686,781

剰余金合計 2,162,365,481

資本合計 6,145,422,857

負債資本合計 6,375,611,472

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 273,229,828
　　減価償却累計額 117,520,523 155,709,305
ハ　構築物 8,861,913,492
　　減価償却累計額 4,025,334,728 4,836,578,764
ニ　機械及び装置 1,727,241,156
　　減価償却累計額 1,284,919,153 442,322,003
ホ　車両運搬具 21,276,224
　　減価償却累計額 13,634,823 7,641,401
ヘ　工具器具及び備品 22,911,838
　　減価償却累計額 17,051,859 5,859,979

有形固定資産合計 5,640,493,069

(２)　無形固定資産
イ　施設利用権 5,911,154
ロ　電話加入権 221,800

無形固定資産合計 6,132,954

固定資産合計 5,646,626,023

２　流動資産
(１)　現金預金 631,831,709
(２)　未収金 37,211,929
(３)　貯蔵品 9,336,711

流動資産合計 678,380,349

資産合計 6,325,006,372

平成22年度倉吉市水道事業予定貸借対照表
（平成23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 94,859,000
ロ　修繕引当金 14,164,000

固定負債合計 109,023,000

４　流動負債
(１)　未払金 11,339,000
(２)　預り金 100,620,515

流動負債合計 111,959,515

負債合計 220,982,515

５　資本金
(１)　自己資本金 1,019,382,087
(２)　借入資本金
イ　企業債 2,849,346,289

借入資本金合計 2,849,346,289

資本金合計 3,868,728,376

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 1,214,837,654
ニ　その他資本剰余金 306,835,538

資本剰余金合計 1,772,927,700

(２)　利益剰余金
イ　減債積立金 39,000,000
ロ　利益積立金 4,000,000
ハ　建設改良積立金 225,120,627
ニ　当年度未処分利益
　剰余金 194,247,154

利益剰余金合計 462,367,781

剰余金合計 2,235,295,481

資本合計 6,104,023,857

負債資本合計 6,325,006,372

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 877,385
１　営業収益 854,326

１　給水収益 746,370
水道料金 721,530 一般用 487,892

団体用 233,214
その他 424

量水器使用料 24,840
２　受託工事収益 16,582

受託工事収益 16,216 下水道工事分 3,586
道路改良工事分 8,557
消火栓工事分 43
簡易水道工事分 977
県関係工事分 1,742
宅地造成工事分 1,311

修繕工事収益 366 屋内修理 51
凍結修理 51
公道修理 264

91,374
材料売却収益 252 簡易水道修理材料

手数料 540 設計審査手数料ほか

受託収益 81,839 簡易水道会計から繰入 57,329
下水道使用料徴収事務受託ほか

24,510
消火栓修繕収益 8,742 取替工事 7,740

一般維持管理 1,002
雑収益 1

23,053
1,700
1,700 定期預金

２　加入金 8,900
加入金 8,900 口径13㍉　130件ほか

３　他会計補助金 11,073
一般会計補助金 11,073

6,809

4,264
４　雑収益 1,380

発生品組替益 100 実地たな卸ほか

不用品売却益 1
その他雑収益 1,279 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22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

児童手当及び子ども手当補助金
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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 861,281
723,877
125,386

給料 29,282 一般職給

手当等 16,802

法定福利費 9,515 共済組合負担金ほか

被服費 184 作業服ほか

備消耗品費 804
燃料費 827 車両用燃料

光熱水費 249 水源地電灯料ほか

通信運搬費 3,181 専用電話回線使用料

委託料 11,297 水質検査委託 4,647
施設草刈及び剪定委託 2,380
水源地・配水池点検及び整備委託ほか

4,270
手数料 486
賃借料 16
修繕費 17,070 水源地関係 16,800

自動車点検及び修理ほか 270
動力費 35,000 水源地電力料ほか

薬品費 562 電解滅菌機用並塩ほか

材料費 102
公課費 9 自動車重量税

118,513
給料 33,480 一般職給

手当等 20,568

法定福利費 10,923 共済組合負担金ほか

被服費 218 作業服ほか

備消耗品費 741
燃料費 887 車両用燃料ほか

光熱水費 357 配水池電灯料ほか

通信運搬費 7
委託料 13,230 満了量水器取替委託料ほか

手数料 564
賃借料 6,851 機械借上料ほか

修繕費 4,739 量水器修理 3,877
工具器具修理ほか 862

請負工事費 16,845 配・給水管改良工事

路面復旧費 4,069 公道仮設復旧分 919
公道舗装分 3,150

動力費 1,934 配水池電力料ほか

薬品費 5
材料費 3,000 一般公道修理材料

補償金 5
公課費 90 自動車重量税

１　営業費用

備　考

１　原水及び浄水
費

２　配水及び給水
費

扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外
手当ほか

扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外
手当ほか
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款　項 目 節 本年度予算額
３　受託工事費 25,694

給料 2,852 一般職給

手当等 2,635

法定福利費 933 共済組合負担金ほか

被服費 10 作業服ほか

備消耗品費 71
燃料費 243 車両用燃料

修繕費 43 自動車点検及び修理ほか

請負工事費 18,766 下水道工事分 7,372
道路改良工事分 8,404
県関係工事分 2,030
宅地造成工事分 960

材料費 141 公道修理材料ほか

４　総係費 181,769
給料 56,535 一般職給

手当等 32,855

報酬 360 嘱託職員

法定福利費 18,919 共済組合負担金ほか

旅費 1,305 普通旅費

退職給与金 27,792 退職手当

賃金 3,447 事務賃金

報償費 56 水道料金団体徴収報償金

被服費 121 作業服ほか

備消耗品費 2,881 事務用品ほか

燃料費 292 車両用燃料

光熱水費 2,403 庁舎電気料ほか

印刷製本費 2,147 納入通知書関係ほか

通信運搬費 5,598 庁舎電話使用料、郵便料ほか

広告料 12
委託料 17,178 庁舎警備委託 384

電算機保守点検及び改修委託 1,693
検針委託 8,036
電算事務委託 5,279
庁舎清掃委託ほか 1,786

手数料 2,405 水道料金口座振替料ほか

賃借料 3,895 複写機借上料 613
端末機借上料ほか 3,282

修繕費 1,578 機械器具備品修理 713
自動車点検及び修理ほか 865

交際費 100
食糧費 10
厚生費 67 市職員共済組合負担金

会費負担金 1,029 日本水道協会負担金ほか

保険料 726 建物及び自動車損害共済 350
送配水管損害賠償保険ほか 376

公課費 48 自動車重量税

雑費 10

備　考

扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外
手当ほか

扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外
手当ほか
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款　項 目 節 本年度予算額
５　減価償却費 260,076

有形固定資産 259,836 建物 6,217
減価償却費 構築物 192,266

機械及び装置 58,155
車両運搬具 1,897
工具器具及び備品 1,301

無形固定資産 240 施設利用権

減価償却費

６　資産減耗費 3,545
固定資産除却費 3,045 構築物 2,890

機械及び装置 103
工具器具及び備品 52

たな卸資産減耗費 500
8,894

材料売却原価 240 簡易水道修理材料

水道週間費 50
受託工事費 96 簡易水道路面復旧費ほか

消火栓修繕費 8,508 取替工事 7,740
一般維持修理 768

134,738
107,684

企業債利息 107,634
借入金利息 50 一時借入金利息

27,029
消費税及び地方消
費税

27,029

３　雑支出 25
不用品売却原価 5
その他雑支出 20 過年度分使用料還付金等

1,666
1

固定資産売却損 1
1,665

過年度損益修正損 1,665 不納欠損ほか
４　予備費 1,000

１　予備費 1,000
予備費 1,000

備　考

７　その他営業費
用

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

１　固定資産売却
損
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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 148,883
１　企業債 80,000

１　企業債 80,000
上水道事業債 80,000 配水管工事

55,297
１　工事負担金 55,297

配水工事負担金 55,297 道路改良工事分 50,627
消火栓新設工事分 1,670
宅地造成工事分 3,000

13,585
13,585

一般会計補助金 13,585
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 424,427
225,039

１　配水工事費 212,351
給料 10,454 一般職給

手当等 5,540

法定福利費 3,374 共済組合負担金ほか

備消耗品費 205
印刷製本費 42
委託料 630 水道設計積算システム改良業務委託

賃借料 2,378 幅広複写機借上料ほか

請負工事費 189,728 配水管改良・布設工事（起債分）

82,270
配水管改良・布設工事（単独分）

102,788
消火栓新設工事分 1,670
宅地造成工事分 3,000

２　施設改良費 5,665
備消耗品費 63
印刷製本費 2
請負工事費 5,600 水源地ポンプ取替工事ほか

2,348
量水器購入費 2,048 口径13㍉　400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 2,800
車両購入費 2,800 軽自動車 ２台

1,875
工具器具購入費 300 コンクリートカッター

備品購入費 1,575 エアコンほか

199,088
１　企業債償還金 199,088

企業債償還金 199,088
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

扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外
手当ほか
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当年度分予定貸借対照表

		平成21年度倉吉市水道事業予定貸借対照表（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

		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				273,229,828

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				111,303,523				161,926,305

		ハ　構築物 コウチクブツ				8,661,345,492

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				3,833,068,728				4,828,276,764

		ニ　機械及び装置 キカイオヨソウチ				1,719,713,156

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				1,226,764,153				492,949,003

		ホ　車両運搬具 シャリョウウンパング				18,611,224

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				11,737,823				6,873,401

		ヘ　工具器具及び備品 コウグキグオヨビヒン				21,177,838

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				15,750,859				5,426,979

		有形固定資産合計 ユウケイコテイシサンゴウケイ												5,687,834,069

		(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								6,151,154

		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												6,372,954

		固定資産合計 コテイシサンゴウケイ																5,694,207,023

		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												635,365,809

		(２)　未収金 ミシュウキン												36,801,929

		(３)　貯蔵品 チョゾウヒン												9,236,711

		流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ																681,404,449

		資産合計 シサンゴウケイ																6,375,611,472

		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												102,859,000

		ロ　修繕引当金 シュウゼンヒキアテキン												14,164,000

		固定負債合計 コテイフサイゴウケイ																117,023,000

		４　流動負債 リュウドウフサイ

		(１)　未払金 ミハラキン												12,545,100

		(２)　預り金 アズカキン												100,620,515

		流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ																113,165,615

		負債合計 フサイゴウケイ																230,188,615

		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												1,014,623,087

		(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								2,968,434,289

		借入資本金合計 カリイレシホンキンゴウケイ												2,968,434,289

		資本金合計 シホンキンゴウケイ																3,983,057,376

		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								1,162,173,654

		ニ　その他資本剰余金 タシホンジョウヨキン								293,250,538

		資本剰余金合計 シホンジョウヨキンゴウケイ												1,706,678,700

		(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								38,000,000

		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								179,879,627

		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								233,807,154

		利益剰余金合計 リエキジョウヨキンゴウケイ												455,686,781

		剰余金合計 ジョウヨキンゴウケイ																2,162,365,481

		資本合計 シホンゴウケイ																6,145,422,857

		負債資本合計 フサイシホンゴウケイ																6,375,611,472





新年度分予定貸借対照表

		平成22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23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				273,229,828														9

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				117,520,523				155,709,305										10

		ハ　構築物 コウチクブツ				8,861,913,492														11

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				4,025,334,728				4,836,578,764										12

		ニ　機械及び装置 キカイオヨソウチ				1,727,241,156														13

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				1,284,919,153				442,322,003										14

		ホ　車両運搬具 シャリョウウンパング				21,276,224														15

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				13,634,823				7,641,401										16

		ヘ　工具器具及び備品 コウグキグオヨビヒン				22,911,838														17

		　　減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				17,051,859				5,859,979										18

																				19

		有形固定資産合計 ユウケイコテイシサンゴウケイ												5,640,493,069						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								5,911,154										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												6,132,954						26

																				27

		固定資産合計 コテイシサンゴウケイ																5,646,626,023		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												631,831,709						31

		(２)　未収金 ミシュウキン												37,211,929						32

		(３)　貯蔵品 チョゾウヒン												9,336,711						33

																				34

		流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ																678,380,349		35

																				36

		資産合計 シサンゴウケイ																6,325,006,372		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												94,859,000						8

		ロ　修繕引当金 シュウゼンヒキアテキン												14,164,000						9

																				10

		固定負債合計 コテイフサイゴウケイ																109,023,000		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												11,339,000						14

		(２)　預り金 アズカキン												100,620,515						15

																				16

		流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ																111,959,515		17

																				18

		負債合計 フサイゴウケイ																220,982,515		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												1,019,382,087						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								2,849,346,289										27

																				28

		借入資本金合計 カリイレシホンキンゴウケイ												2,849,346,289						29

																				30

		資本金合計 シホンキンゴウケイ																3,868,728,376		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								1,214,837,654										37

		ニ　その他資本剰余金 タシホンジョウヨキン								306,835,538										38

																				39

		資本剰余金合計 シホンジョウヨキンゴウケイ												1,772,927,700						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								39,000,000										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								225,120,627										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								194,247,154										46

																				47

		利益剰余金合計 リエキジョウヨキンゴウケイ												462,367,781						48

																				49

		剰余金合計 ジョウヨキンゴウケイ																2,235,295,481		50

																				51

		資本合計 シホンゴウケイ																6,104,023,857		52

																				53

		負債資本合計 フサイシホンゴウケイ																6,325,006,372		54






予定貸借対照表

		予定貸借対照表 ヨテイタイシャクタイショウヒョウ

		項　目 コウメ		当年度決算見込み額 トウネンドケッサンミコガク		新年度増減見込 シントシドゾウゲンミコミ												新年度残高見込額 シンネンドザンダカミコミガク

						資産増加額 シサンゾウカガク				引当増加額 ヒキアテゾウカガク				資産合計 シサンゴウケイ		引当累計額 ヒキアテルイケイガク

		固定資産(合計) コテイシサンゴウケイ		5,694,207,023		215,542,000				263,123,000				11,105,087,109		5,458,461,086		5,646,626,023

		有形固定資産(合計) ユウケイコテイシサンゴウケイ		5,687,834,069		215,542,000				固定資産除却費等 コテイシサンジョキャクヒトウ		3,047,000		11,098,954,155		5,458,461,086		5,640,493,069

										減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		259,836,000

		土地 トチ		192,381,617		0				0				192,381,617				192,381,617

		立木 タチキ		0		0				0				0				0

		建物 タテモノ		273,229,828		0				0				273,229,828

		建物減価償却
累計額 タテモノゲンカショウキャク		111,303,523						6,217,000						117,520,523		155,709,305

		構築物 コウチクブツ		8,661,345,492		203,158,000				2,890,000				8,861,913,492

						予備費 ヨビヒ		300,000

		構築物減価
償却累計額 コウチクブツゲンカショウキャクルイケイガク		3,833,068,728						192,266,000						4,025,334,728		4,836,578,764

		機械及び装置 キカイオヨソウチ		1,719,713,156		7,631,000				103,000				1,727,241,156

		機械及び装置減
価償却累計額 キカイオヨソウチゲン		1,226,764,153						58,155,000						1,284,919,153		442,322,003

		車両運搬具 シャリョウウンパング		18,611,224		2,667,000				固定資産売却代金 コテイシサンバイキャクダイキン		1,000		21,276,224

										固定資産売却損 コテイシサンバイキャクソン		1,000

		車両運搬具減価
償却累計額 シャリョウウンパングゲンカ		11,737,823						1,897,000						13,634,823		7,641,401

		工具器具及び備品 コウグキグオヨビヒン		21,177,838		1,786,000				52,000				22,911,838

		工具器具及び備品
減価償却累計額		15,750,859						1,301,000						17,051,859		5,859,979

		無形固定資産(合計) ムケイコテイシサンゴウケイ		6,372,954		0				240,000				6,132,954		0		6,132,954

		施設利用権 シセツリヨウケン		6,151,154		0				240,000				5,911,154				5,911,154

		電話加入権 デンワカニュウケン		221,800		0						0		221,800				221,800

		投資(合計) トウシゴウケイ		0		0				0				0		0		0

		投資有価証券 トウシユウカショウケン		0		0				0				0				0

		投資合計 トウシゴウケイ		0		0				0				0				0

		流動資産(合計) リュウドウシサンゴウケイ		681,404,449														678,380,349

		現金預金 ゲンキンヨキン		635,365,809		資金計画差引残高 シキンケイカクサシヒキザンダカ												631,831,709

		未収金 ミシュウキン		36,801,929		新年度未収金35,969,000円＋新年度過年度未収金2,907,929円－過年度損益修正損1,665,000円
＝37,211,929円 シンネンドミシュウキンエンシンネンドカネンドミシュウキンエンカネンドソンエキシュウセイソンエンエン												37,211,929

		貯蔵品 チョゾウヒン		9,236,711		当年度決算見込み額9,236,711円＋仕入4,047,000円－払出4,047,000円
＋発生品組替益100,000円＝9,336,711円 トウネンドケッサンミコガクエンシイエンハライダシエンハッセイヒンクミカエキエンエン												9,336,711

		前払費用 マエバラヒヨウ		0		なし												0

		繰延勘定(合計) クリノベカンジョウゴウケイ		0														0

		開発費 カイハツヒ		0		なし												0

		資産合計 シサンゴウケイ		6,375,611,472														6,325,006,372		50,605,100

		項　目 コウメ		当年度決算見込み額 トウネンドケッサンミコガク		新年度増減見込												新年度残高見込額 シンネンドザンダカミコミガク

		固定負債		117,023,000														109,023,000

		引当金		117,023,000														109,023,000

		退職給与引当金		102,859,000		新年度引当金14,000,000円　取崩額22,000,000円 シンネンドヒキアテキンエントリクズシガクエン												94,859,000

		修繕引当金		14,164,000		なし												14,164,000

		流動負債		113,165,615														111,959,515

		一時借入金		0		なし												0

		未払金		12,545,100		営業未払金5,000,000円＋未払消費税6,578,000円－貯蔵品消費税等239,000円 エイギョウミバライキンエンミバライショウヒゼイエンチョゾウヒンショウヒゼイトウエン												11,339,000

		未払費用		0		なし												0

		預り金		100,620,515														100,620,515

		負債合計 フサイゴウケイ		230,188,615														220,982,515

		資本金		3,983,057,376														3,868,728,376

		自己資本金		1,014,623,087		出資金　0円　組入金4,759,000円 シュッシキンエンクミイキンエン												1,019,382,087

		借入資本金		2,968,434,289														2,849,346,289

		企業債		2,968,434,289		当年度借入額 80,000,000円　当年度償還額199,088,000円 トウネンドカリイレガクエントウネンドショウカンガクエン												2,849,346,289

		剰余金		1,706,678,700														1,772,927,700

		資本剰余金		1,706,678,700														1,772,927,700

		県補助金		367,000		なし												367,000

		受贈財産評価額		250,887,508		なし												250,887,508

		工事負担金		1,162,173,654		新年度４条予算工事負担金（税抜） 52,664,000円 シンネンドジョウヨサンコウジフタンキンゼイヌエン												1,214,837,654

		その他資本剰
余金		293,250,538		新年度４条予算他会計補助金　13,585,000円 シンネンドジョウヨサンタカイケイホジョキンエン												306,835,538

		利益剰余金		455,686,781														462,367,781

		減債積立金		38,000,000		新年度積立額　1,000,000円　取崩し額　0円 シンネンドツミタテガクエントリクズシガク												39,000,000

		利益積立金		4,000,000		新年度積立額　0円　取崩し額　0円 シンネンドツミタテガクエントリクズシガク												4,000,000

		建設改良積立金		179,879,627		新年度積立額　50,000,000円　取崩し額 △4,759,000円 シンネンドツミタテガクエントリクズシガクエン												225,120,627

		当年度未処分利益
剰余金		233,807,154		繰越利益剰余金 233,807,154円　純利益 11,440,000円
建設改良積立金取崩し額　△50,000,000円　減債積立金取崩し額 △1,000,000円 クリコシリエキジョウヨキンエンジュンリエキエンケンセツカイリョウツミタテキントリクズガクエンゲンサイツミタテキントリクズガクエン												194,247,154

		資本合計 シホンゴウケイ		6,145,422,857														6,104,023,857

		負債資本合計 フサイシホンゴウケイ		6,375,611,472														6,325,006,372		50,605,100

																		0
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減価償却費

減価償却費

減価償却費

固定資産除去費
　　　　　　(2.1.6)

固定資産除去額

減価償却費

固定資産除去費
　　　　　　(2.1.6)

減価償却費

固定資産除去費
　　　　　　(2.1.6)

減価償却費

組入金・・・建設改良積立金

減債積立金は、純利益の20%以上積み立てなければならない。



資金計画

		資金計画 シキンケイカク

						(単位:円） タンイエン

		(受入資金) ウケイレシキン

		１　事業収益 ジギョウシュウエキ		新年度損益勘定収入額 877,385,000円-新年度発生品組替益 100,000円＝877,285,000円(A)
　(A) 877,285,000円×前年度収納率 95.9/100＝841,316,315円
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ≒841,316,000円(B)

※(A) 877,285,000円－(B) 841,316,000円＝35,969,000円(新年度未収金)
 シンネンドソンエキカンジョウシュウニュウガクエンシンネンドハッセイヒンクミカエキエンエンエンゼンネンドシュウノウリツエンシン		841,316,000

		２　前年度未収金 ゼンネンドミシュウキン		当年度決算見込みB/S 36,801,929円(C)×前年度過年度分収納率92.1/100
　＝33,894,577円
　≒33,894,000円(D)

※(C) 36,801,929円－(D) 33,894,000円＝2,907,929円(新年度過年度未収金)
 トウエンネンドブンシュウノウリツエンエンエンエンエンシンネンドスネンドミオサキン		33,894,000

		３　固定資産売却
　代金 コテイシサンバイキャクダイキン		新年度４条予算 シンネンドジョウヨサン		1,000

		４　工事負担金 コウジフタンキン		新年度４条予算
 シンネンドジョウヨサン		55,297,000

		５　預り金 アズカキン		当年度決算見込みB/S　100,620,515円×12月＝1,207,446,180
 トウネンドケッサンミコエンツキ		1,207,446,180

		６　前年度繰越金 ゼンネンドクリコシキン		当年度決算見込みB/S預金
 トウネンドケッサンヨキン		635,365,809

		７　企業債 キギョウサイ		新年度４条予算
 シンネンドジョウヨサン		80,000,000

		８　他会計補助金 ホカカイケイホジョキン		新年度４条予算
 シンネンドジョウヨサン		13,585,000

		合　計 ゴウケイ				2,866,904,989

		(支払資金) シハライシキン

		１　事業費 ジギョウヒ		①水道事業費用－(②減価償却費＋③固定資産除却費＋④棚卸資産減耗費＋⑤材料費関係＋⑥材料売却原価＋⑦不用品売却原価＋⑧過年度損益修正損＋⑨修繕引当金＋⑩退職引当金－⑪修繕引当金取崩－⑫退職引当金取崩＋⑬営業未払金＋⑭未払消費税＋⑮未払費用＋⑯前払費用＋⑰固定資産売却損＋⑱繰延勘定償却)－⑲消費税調整額＝事業費
（別紙 事業費計算書参照） コテイシサンジョキャクヒシサンヒカンケイショウヒゼイチョウセイガクベッシジギョウヒケイサンショサンショウ		585,624,000

		２　材料費
　(棚卸資産限度額) ザイリョウヒタナオロシサンゲンドガク		材料費関係 4,047,000円＋材料売却原価 240,000円＋棚卸資産減耗費 500,000円＋貯蔵品消費税 239,000円＋不用品売却原価 5,000円＝5,031,000円
 ザイリョウヒカンケイエンザイリョウバイキャクゲンカエンダナオロシシサンゲンモウヒエンチョゾウヒンショウヒゼイエンフヨウヒンバイキャクゲンカエンエン		5,031,000

		３　建設改良費 ケンセツカイリョウヒ		新年度４条予算　
　建設改良費225,039,000円＋予備費300,000円＝225,339,000
 シンネンドジョウヨサンケンセツカイリョウヒエンヨビヒエン		225,339,000

		４　企業債償還金 キギョウサイショウカンキン		新年度４条予算
 シンネンドジョウヨサン		199,088,000

		５　前年度未払金 ゼンネンドミハラキン		当年度決算見込みB/S
 トウネンドケッサン		12,545,100

		６　未払費用 ミハラヒヨウ		当年度決算見込みB/S
 トウネンドケッサン		0

		７　預り金 アズカキン		当年度決算B/S　100,620,515×12月＝1,207,446,180
 トウネンドケッサンツキ		1,207,446,180

		合　計 ゴウケイ				2,235,073,280

		差　引 サイン				631,831,709
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資金計画 (事業費計算書)

		事業費計算書

										（単位：円） タンイエン

		No.		項目 コウモク				金額 キンガク		備考 ビコウ

		①		水道事業費用 スイドウジギョウヒヨウ				861,281,000

		②		(2.1.5)減価償却費 ゲンカショウキャクヒ				260,076,000		予算要求書P56 ヨサンヨウキュウショ

		③		(2.1.6)固定資産除却費 コテイシサンジョキャクヒ				3,045,000		予算要求書P57 ヨサンヨウキュウショ

		④		(2.1.6)棚卸資産減耗費 タナオロシサンゲンモウヒ				500,000		予算要求書P57 ヨサンヨウキュウショ

		⑤		材料費関係 ザイリョウヒカンケイ				4,047,000		棚卸資産購入限度額・材料費関係資料

		⑥		(2.1.7)その他営・材料売却原価 タエイザイリョウバイキャクゲンカ				240,000		予算要求書P58 ヨサンヨウキュウショ

		⑦		(2.2.4)雑支出・不用品売却原価 ザツシシュツフヨウヒンバイキャクゲンカ				5,000		予算要求書P61 ヨサンヨウキュウショ

		⑧		(2.3.2)過年度損益修正損 カネンドソンエキシュウセイソン				1,665,000		予算要求書P63 ヨサンヨウキュウショ

		⑨		修繕引当金 シュウゼンヒキアテキン				0

		⑩		退職引当金 タイショクヒキアテキン				14,000,000		予算要求書 ヨサンヨウキュウショ

		⑪		修繕引当金取崩額 シュウゼンヒキアテキントリクズガク				0

		⑫		退職引当金取崩額 タイショクヒキアテキントリクズガク				22,000,000		予算要求書 ヨサンヨウキュウショ

		⑬		営業未払金 エイギョウミバライキン				5,000,000

		⑭		未払消費税等 ミバライショウヒゼイトウ				6,578,000		(A)-(B)

						(A)当年度消費税等の額 トウネンドショウヒゼイトウガク		27,029,000

						(B)中間納付額(前年度分) チュウカンノウフガクマエネンドブン		20,451,000		ア×３期分 キブン

						　ア 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		6,817,000		当年度決算見込み消費税等の額
27,266千円×3/12月分 トウネンドケッサンミコショウヒゼイトウガクセンエンツキブン

		⑮		未払費用 ミバライヒヨウ				0

		⑯		前払費用 マエバラヒヨウ				0

		⑰		固定資産売却損 コテイシサンバイキャクソン				1,000		予算要求書P62 ヨサンヨウキュウショ

		⑱		繰延勘定償却 クリノカンジョウショウキャク				0

		⑲		消費税調整額 ショウヒゼイチョウセイガク				2,500,000

				計 ケイ				585,624,000
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減価償却費資料

		減価償却費関係資料 ゲンカショウキャクヒカンケイシリョウ

																																(単位:千円)

		科目 カモク		CD		固定資産名 コテイシサンメイ		種別 シュベツ		当初予算額 トウショヨサンガク								補正額 ホセイガク						決算見込額 ケッサンミコガク								備考 ビコウ

										事業費A ジギョウヒ		事務費B ジムヒ		税額C ゼイガク		合計A+B-C ゴウケイ		事業費 ジギョウヒ		事務費 ジムヒ		合計 ゴウケイ		事業費 ジギョウヒ		事務費 ジムヒ		税額 ゼイガク		合計 ゴウケイ

		配水工事費 ハイスイコウジヒ		04.01.01		配水管 ハイスイカン		構築物 コウチクブツ		185,058		27,293		9,193		203,158		△185,058		△27,293		△212,351								0

		施設改良費 シセツカイリョウヒ		04.01.02		水源地ポンプ電動機整備工事 スイゲンチデンドウキセイビコウジ		機械及び装置 キカイオヨソウチ		2,800		33		135		2,698		△2,800		△33		△2,833								0

						黒見第２水源地ポンプ取替工事 クロミダイスイゲンチトリカエコウジ		機械及び装置 キカイオヨソウチ		2,800		32		135		2,697		△2,800		△32		△2,832								0

																		0		0		0								0

		機械装置購入費 キカイソウチコウニュウヒ		04.01.03		量水器 リョウスイキ		機械及び装置 キカイオヨソウチ		2,048		-		98		1,950		△2,048		-		△2,048				-				0

						無線アンテナ他 ムセンホカ		機械及び装置 キカイオヨソウチ		300		-		14		286		△300		-		△300				-				0

		車輌購入費 シャリョウコウニュウヒ		04.01.04		軽貨物自動車 4WD ケイカモツジドウシャ		車輌運搬具 シャリョウウンパング		1,300		-		62		1,238		△1,300		-		△1,300				-				0

						軽自動車 4WD ケイジドウシャ		車輌運搬具 シャリョウウンパング		1,500		-		71		1,429		△1,500

		工具器具備品購入費 コウグキグビヒンコウニュウヒ		04.01.05		【工具器具】ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰほか コウグキグ		工具 コウグ		300		-		14		286		△300		-		△300				-				0

						【備品】ｴｱｺﾝ ビヒン		備品 ビヒン		525		-		25		500		△525		-		△525				-				0

						【備品】ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ６台		備品 ビヒン		210		-		10		200		△210		-		△210				-				0

						【備品】ﾊﾟｿｺﾝ８台 ダイ		備品 ビヒン		840		-		40		800		△840		-		△840				-				0

																0		0		-		0				-				0

		計 ケイ								197,681		27,358		9,797		215,242		△197,681		△27,358		△223,539		0		0		0		0

								資産増加額 シサンゾウカガク										(単位:千円) タンイセンエン														(単位:千円) タンイセンエン

								種別 シュベツ		当初予算額 トウショヨサンガク				補正額 ホセイガク				決算見込額 ケッサンミコガク														備考 ビコウ

								構築物 コウチクブツ		203,158				△203,158				0

								機械及び装置 キカイオヨソウチ		7,631				△7,631				0

								車輌運搬具 シャリョウウンパング		2,667				△2,667				0

								工具器具等 コウグキグトウ		1,786				△1,786				0

								計 ケイ		215,242				△215,242				0
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棚卸資金・材料費関係資料

		棚卸資産購入限度額・材料費関係資料 タナオロシサンコウニュウゲンドガクザイリョウヒカンケイシリョウ

												(単位:円) タンイエン

		項目 コウモク		CD		当初額 トウショガク		補正額 ホセイガク		補正後 ホセイゴ		備考 ビコウ

		原水及び浄水費 ゲンスイオヨジョウスイヒ

		①材料費 ザイリョウヒ		02.01.01		102,000		0		102,000		予算要求書P22 ヨサンヨウキュウショ

		配水及び給水費 ハイスイオヨキュウスイヒ

		②材料費 ザイリョウヒ		02.01.02		3,000,000		0		3,000,000		予算要求書P37

		受託工事費 ジュタクコウジヒ

		③材料費 ザイリョウヒ		02.01.03		141,000		0		141,000		予算要求書P42

		総係費 ソウカカヒ

		④材料費 ザイリョウヒ		-		-		-		-

		資産減耗費 シサンゲンモウヒ

		⑤棚卸資産減耗費 タナオロシサンゲンモウヒ		02.01.06		500,000		0		500,000		予算要求書P57

		その他営業費用 タエイギョウヒヨウ

		⑥受託工事費 ジュタクコウジヒ		02.01.07		36,000		0		36,000		予算要求書P58
簡水関係材料費分 ブン

		⑦消火栓修繕費 ショウカセンシュウゼンヒ		02.01.07		768,000		0		768,000		予算要求書P58
一般修理不課税分 イッパンシュウリブン

		⑧材料売却原価 ザイリョウバイキャクゲンカ		02.01.07		240,000		0		240,000		予算要求書P58

		雑支出 ザツシシュツ

		⑨不用品売却原価 フヨウヒンバイキャクゲンカ		02.02.04		5,000		0		5,000		予算要求書P61

		⑩材料費等の消費税額 ザイリョウヒトウショウヒゼイガク		-		239,000		0		239,000		ROUNDDOWN(SUM(①:⑧)*1.05,-3)

		材料費関係 ザイリョウヒカンケイ				4,047,000		0		4,047,000		SUM(①:④,⑥:⑦)

		棚卸資産購入限度額(合計) タナオロシシサンコウニュウゲンドガクゴウケイ				5,031,000		0		5,031,000		SUM(①:⑩)
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Sheet1

		平成22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		2,818,455		2,866,905		48,450

		１　事業収益 ジギョウシュウエキ		841,109		841,316		207

		２　前年度未収金 ゼンネンドミシュウキン		36,933		33,894		△ 3,039

		３　固定資産売却代金 コテイシサンバイキャクダイキン		6		1		△ 5

		４　工事負担金 コウジフタンキン		2,133		55,297		53,164

		５　預り金 アズカキン		1,207,446		1,207,446		0

		６　前年度繰越金 ゼンネンドクリコシキン		667,757		635,366		△ 32,391

		７　企業債 キギョウサイ		50,000		80,000		30,000

		８　他会計補助金 タカイケイホジョキン		13,071		13,585		514

		（支払資金) シハラシキン		2,183,089		2,235,073		51,984

		１　事業費 ジギョウヒ		578,460		585,624		7,164

		２　材料費 ザイリョウヒ		4,940		5,031		91

		３　建設改良費 ケンセツカイリョウヒ		178,999		225,339		46,340

		４　企業債償還金 キギョウサイショウカンキン		207,470		199,088		△ 8,382

		５　前年度未払金 ゼンネンドミハラキン		5,774		12,545		6,771

		６　預り金 アズカキン		1,207,446		1,207,446		0

		差　引 サイン		635,366		631,832		△ 3,534
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00△ 2,312△ 7,257△ 9,5693,747△ 5,822


資本勘定


支弁職員


001,234381,2727402,012


合　計00△ 1,078△ 7,219△ 8,2974,487△ 3,810


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6,1681,4797,76433,51516,681


前年度4,9321,3935,35036,39817,876


比　較1,236862,414△ 2,883△ 1,195


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5,2811,9621,23027,792


前年度5,2811,96228235,617


比　較00948△ 7,825


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

		△1,078

		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

		△1,078

		会計間異動による減額

		



		手　当

		△7,219

		制度改正に伴う増減分

		

		

		



		

		

		その他の増減分

		△7,219

		退職給与金の減及び期末・勤勉手当の支給割合の引下げ等による減額

		





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22年１月１日現在

平均給料月額
(円)

341,147

平均給与月額
(円)

396,907

平均年齢
(歳)

44.6

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

　

		(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


２級412.1


３級2163.6


４級39.1


５級26.1


６級26.1


７級


８級13.0


計33100.0


１級


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


区　分


行　政　職


平成22年１月１日現在


平成21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)

26

号給数別内訳

１号給
(人)

２号給
(人)

4

３号給
(人)


４号給
(人)

22

５号給
(人)

比　率(Ｂ/Ａ)
(％)

78.8

前年度

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

　

		(５)　特殊勤務手当

区　分

行政職

給料総額に対する比率
(％)


3.98

支給対象職員の比率
(％)
（平成22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

		1.950

		2.200

		4.15

		有

		



		前年度

		2.150

		2.350

		4.50

		有

		



		一般会計の制度

		1.950

		2.200

		4.15

		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

		





_1327490198.xls
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			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			122,149						96,602			219,111			40,290			259,401


						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			10,454						5,270			15,724			3,374			19,098


						合　計 ゴウケイ						33			360			132,603						101,872			234,835			43,664			278,499


			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			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


			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			△ 2,312						△ 7,257			△ 9,569			3,747			△ 5,822


						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			1,234						38			1,272			740			2,012


						合　計 ゴウケイ						0			0			△ 1,078						△ 7,219			△ 8,297			4,487			△ 3,810
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			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22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			4			12.1


						３級 キュウ			21			63.6


						４級 キュウ			3			9.1


						５級 キュウ			2			6.1


						６級 キュウ			2			6.1


						７級 キュウ			0			0.0


						８級 キュウ			1			3.0


						計 ケイ			33			100.0


			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










_1327490186.xls
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			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			6,168			1,479			7,764			33,515			16,681


						前年度 ゼンネンド			4,932			1,393			5,350			36,398			17,876


						比　較 ヒクラ			1,236			86			2,414			△ 2,883			△ 1,195


			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			1,230			27,792


						前年度 ゼンネンド			5,281			1,962			282			35,617


						比　較 ヒクラ			0			0			948			△ 7,825













債務負担行為に関する調書

		事　項

		限　度　額

（千円）

		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

（年度）

		金　額

（千円）

		期　間

（年度）

		金　額

（千円）

		損益勘定留保資金


（千円）



		倉吉市水道事業会計システム保守委託料

		3,600

		

		

		平成22年度から平成26年度まで

		3,600

		3,600



		倉吉市水道事業会計システム借上料

		5,940

		

		

		平成22年度から平成26年度まで

		5,940

		5,940



		平成22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21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22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21年度

		

		平成22年度から契約が満了する日の属する年度まで

		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21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21年４月１日から平成22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				718,528

		(２)　受託工事収益				8,639

		(３)　その他営業収益				88,134				815,301

		２　営業費用

		(１)　原水及び浄水費				116,568

		(２)　配水及び給水費				115,316

		(３)　受託工事費				19,963

		(４)　総係費				179,139

		(５)　減価償却費				265,664

		(６)　資産減耗費				4,000

		(７)　その他営業費用				7,958				708,608

		営業利益												106,693

		３　営業外収益

		(１)　受取利息及び配当金				2,387

		(２)　加入金				9,315

		(３)　他会計補助金				7,583

		(４)　雑収益				1,740				21,025

		４　営業外費用

		(１)　支払利息及び企業債取扱諸費				116,676

		(２)　雑支出				25				116,701				△ 95,676

		経常利益												11,017

		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				38

		(２)　過年度損益修正損				2,269				2,307				△ 2,301

		７　予備費

		(１)　予備費				1,000				1,000

		当年度純利益												7,716

		前年度繰越利益剰余金												226,091

		当年度未処分利益剰余金												233,807






平成２２年３月２日


平成２２年度 倉吉市水道事業会計予算書

倉吉市水道局


議案第27号

平成22年度倉吉市水道事業会計予算

（総則）

第１条　平成22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
6,025,933立方メートル

イ　一日平均
16,509立方メートル

(２)　給水戸数
17,592戸

(３)　建設改良事業

イ　配水工事
212,351千円

ロ　施設改良工事
5,665千円

ハ　営業設備
7,023千円

（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

		877,385千円



		第１項　営業収益

		854,326千円



		第２項　営業外収益

		23,053千円



		第３項　特別利益

		6千円



		支　　出



		第２款　水道事業費用

		861,281千円



		第１項　営業費用

		723,877千円



		第２項　営業外費用

		134,738千円



		第３項　特別損失

		1,666千円



		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 275,544千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,164千円、当年度分損益勘定留保資金 263,621千円及び建設改良積立金 4,759千円で補てんするものとする。）。

		収　　入



		第３款　資本的収入

		148,883千円



		第１項　企業債

		80,000千円



		第２項　工事負担金

		55,297千円



		第３項　他会計補助金

		13,585千円



		第４項　固定資産売却代金

		1千円



		支　　出



		第４款　資本的支出

		424,427千円



		第１項　建設改良費

		225,039千円



		第２項　企業債償還金

		199,088千円



		第３項　予備費

		300千円





（債務負担行為）


第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。


		事　項

		期　間

		限度額



		倉吉市水道事業会計システム保守委託料

		平成22年度から平成26年度まで

		3,600千円



		倉吉市水道事業会計システム借上料

		平成22年度から平成26年度まで

		5,940千円



		平成22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21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

		平成22年度から契約が満了する日の属する年度まで

		当該事項ごとに平成22年度の予定額として議決を得た額に契約年数を乗じた額





（企業債）

第６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

		80,000千円

		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７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８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。

(１)　収益的支出における各項間の流用

(２)　資本的支出における各項間の流用

（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９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
278,499千円

(２)　交際費
100千円


（他会計からの補助金）

第10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並びに児童手当及び子ども手当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、24,658千円である。

（利益剰余金の処分）

第11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12条　たな卸資産の購入限度額は、5,031千円と定める。


平成22年３月２日提出

倉吉市長　長谷川　稔
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						不用品売却益 フヨウヒンバイキャクエキ		1								45
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		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						5

		２　水道事業費用 スイドウジギョウヒヨウ						861,281								6

		１　営業費用 エイギョウヒヨウ						723,877								7

				１　原水及び浄水費 ゲンスイオヨジョウスイヒ				125,386								8

						給料 キュウリョウ		29,282		一般職給 イッパンショクキュウ						9

						手当等 テアテトウ		16,802		扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか フヨウテアテキマツテアテキンベンテアテ						10
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						法定福利費 ホウテイフクリヒ		9,515		共済組合負担金ほか キョウサイクミアイフタンキン						12

						被服費 ヒフクヒ		184		作業服ほか サギョウフク						13

						備消耗品費 ビショウモウヒンヒ		804								14

						燃料費 ネンリョウヒ		827		車両用燃料 シャリョウヨウネンリョウ						15

						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						16

						印刷製本費 インサツセイホンヒ		0								17
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						賃借料 チンシャクリョウ		16								24

						修繕費 シュウゼンヒ		17,070		水源地関係 スイゲンチカンケイ		16,800				25

										自動車点検及び修理ほか ジドウシャテンケンオヨシュウリ		270				26

						動力費 ドウリョクヒ		35,000		水源地電力料ほか スイゲンチデンリョクリョウ						27

						薬品費 ヤクヒンヒ		562		電解滅菌機用並塩ほか デンカイメッキンキヨウナミシオ						28

						材料費 ザイリョウヒ		102								29

						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						30

				２　配水及び給水費 ハイスイオヨキュウスイヒ				118,513								31

						給料 キュウリョウ		33,480		一般職給 イッパンショクキュウ						32

						手当等 テアテトウ		20,568		扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか フヨウテアテキマツテアテキンベンテアテ						33
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						法定福利費 ホウテイフクリヒ		10,923		共済組合負担金ほか キョウサイクミアイフタンキン						35

						被服費 ヒフクヒ		218		作業服ほか サギョウフク						36

						備消耗品費 ビショウモウヒンヒ		741								37

						燃料費 ネンリョウヒ		887		車両用燃料ほか シャリョウヨウネンリョウ						39

						光熱水費 コウネツスイヒ		357		配水池電灯料ほか ハイスイチデントウリョウ						41

						通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		7								42

						委託料 イタクリョウ		13,230		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						43

						手数料 テスウリョウ		564								44

						賃借料 チンシャクリョウ		6,851		機械借上料ほか						45

						修繕費 シュウゼンヒ		4,739		量水器修理 リョウスイキシュウリ		3,877				47

										工具器具修理ほか		862				48

						請負工事費 ウケオイコウジヒ		16,845		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						50

						路面復旧費 ロメンフッキュウヒ		4,069		公道仮設復旧分 コウドウカセツフッキュウブン		919				51

										公道舗装分 コウドウホソウブン		3,150				52

						動力費 ドウリョクヒ		1,934		配水池電力料ほか ハイスイチデンリョクリョウ						53

						薬品費 ヤクヒンヒ		5								54

						材料費 ザイリョウヒ		3,000		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						55

						補償金 ホショウキン		5								56

						公課費 コウカヒ		90		自動車重量税 ジドウシャジュウリョウゼイ						57

		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				25,694						2

						給料 キュウリョウ		2,852		一般職給 イッパンショクキュウ				3

						手当等 テアテトウ		2,635		扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか フヨウテアテキマツテアテキンベンテアテ				4

														5

						法定福利費 ホウテイフクリヒ		933		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		10		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		71						8

						燃料費 ネンリョウヒ		243		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		0						10

						修繕費 シュウゼンヒ		43		自動車点検及び修理ほか ジドウシャテンケンオヨシュウリ				11

						請負工事費 ウケオコウジヒ		18,766		下水道工事分 ゲスイドウコウジブン		7,372		12

										道路改良工事分 ドウロカイリョウコウジブン		8,404

										県関係工事分 ケンカンケイコウジブン		2,030		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		公道修理材料ほか コウドウシュウリザイリョウ				15

						公課費 コウカヒ		0		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				181,769						17

						給料 キュウリョウ		56,535		一般職給 イッパンショクキュウ				18

						手当等 テアテトウ		32,855		扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか フヨウテアテキマツテアテキンベンテアテ				19

														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		18,919		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		1,305		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		27,792		退職手当 タイショクテアテ				24

						賃金 チンギン		3,447		事務賃金 ジムチンギン				25

						報償費 ホウショウヒ		56		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		121		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		2,881		事務用品ほか ジムヨウヒン				28

						燃料費 ネンリョウヒ		292		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		2,403		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		2,147		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		5,598		庁舎電話使用料、郵便料ほか チョウシャデンワシヨウリョウユウビンリョウ				32

						広告料 コウコクリョウ		12						35

						委託料 イタクリョウ		17,178		庁舎警備委託 チョウシャケイビイタク		384		36

										電算機保守点検及び改修委託 デンサンキホシュテンケンオヨカイシュウイタク		1,693		37

										検針委託 ケンシンイタク		8,036		38

										電算事務委託 デンサンジムイタク		5,279		39

										庁舎清掃委託ほか チョウシャセイソウイタク		1,786		40

						手数料 テスウリョウ		2,405		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		3,895		複写機借上料 フクシャキカリアゲリョウ		613		42

										端末機借上料ほか タンマツキカリアゲリョウ		3,282		43

						修繕費 シュウゼンヒ		1,578		機械器具備品修理 キカイキグビヒンシュウリ		713		45

										自動車点検及び修理ほか オヨ		865		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				49

						会費負担金 カイヒフタンキン		1,029		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		726		建物及び自動車損害共済 タテモノオヨジドウシャソンガイキョウサイ		350		51

										送配水管損害賠償保険ほか		376

						公課費 オオヤケカヒ		48		自動車重量税 ジドウシャジュウリョウゼイ

						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				260,076						2

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン		259,836		建物 タテモノ		6,217		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		192,266		4

										機械及び装置 キカイオヨソウチ		58,155		5

										車両運搬具 シャリョウウンパング		1,897		6

										工具器具及び備品 コウグキグオヨビヒン		1,301		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				3,545						10

						固定資産除却費 コテイシサンジョキャクヒ		3,045		構築物 コウチクブツ		2,890		11

										機械及び装置 キカイオヨソウチ		103		12

										工具器具及び備品 コウグキグオヨビヒン		52		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				8,894						15

						材料売却原価 ザイリョウバイキャクゲンカ		240		簡易水道修理材料 カンイスイ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		96		簡易水道路面復旧費ほか				18

						消火栓修繕費 ショウカセンシュウゼンヒ		8,508		取替工事		7,740		20

										一般維持修理		768		21

		２　営業外費用 エイギョウガイヒヨウ						134,738						22

				１　支払利息及び企業債取扱諸費 シハライリソクオヨ				107,684						23

						企業債利息 キギョウサイリソク		107,634						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				27,029						26

						消費税及び地方消費税 ショウヒゼイオヨ		27,029						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						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						1,666						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				1,665						34

						過年度損益修正損 カネンドソンエキシュウセイソン		1,665		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						148,883						4

		１　企業債 キギョウサイ						80,000						5

				１　企業債 キギョウサイ				80,000						6

						上水道事業債 ジョウスイドウジギョウサイ		80,000		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						55,297						8

				１　工事負担金 コウジフタンキン				55,297						9

						配水工事負担金 ハイスイコウジフタンキン		55,297		道路改良工事分 ドウロカイリョウコウジブン		50,627		10

										消火栓新設工事分 ショウカセンシンセツコウジブン		1,670

										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						13,585						12

				１　他会計補助金 タカイケイホジョキン				13,585						13

						一般会計補助金 イッパンカイケイホジョキン		13,585		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						424,427						21

		１　建設改良費 ケンセツカイリョウヒ						225,039						22

				１　配水工事費 ハイスイコウジヒ				212,351						23

						給料 キュウリョウ		10,454		一般職給 イッパンショクキュウ				24

						手当等 テアテトウ		5,540		扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか フヨウテアテキマツテアテキンベンテアテ				25

														26

						法定福利費 ホウテイフクリヒ		3,374		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		205						28

						印刷製本費 インサツセイホンヒ		42						29

						委託料 イタクリョウ		630		水道設計積算システム改良業務委託 スイドウセッケイセキサンカイリョウギョウムイタク

						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		189,728		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

												82,270		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

												102,788		34

										消火栓新設工事分 ショウカセンシンセツコウジブン		1,670		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				5,665						37

						給料 キュウリョウ		0		一般職給 イッパンショクキュウ				38

						手当等 テアテトウ		0		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		0		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		5,600		水源地ポンプ取替工事ほか スイゲンチトリカコウジ				44

				３　機械装置購入費 キカイソウチコウニュウヒ				2,348						45

						量水器購入費 リョウスイキコウニュウヒ		2,048		口径13㍉　400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				2,800						48

						車両購入費 シャリョウコウニュウヒ		2,800		軽自動車 ２台 ケイジドウシャダイ				49

				５　工具器具備品購入費 コウグキグ				1,875						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		1,575		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						199,088						53

				１　企業債償還金 キギョウサイショウカンキン				199,088						54

						企業債償還金 キギョウサイショウカンキン		199,088						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






Sheet

		平成22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						877,385

				１ 営業収益 エイギョウシュウエキ				854,326

						１ 給水収益 キュウスイシュウエキ		746,370		水道料金 スイドウリョウキン		721,530

										量水器使用料 リョウスイキシヨウリョウ		24,840

						２ 受託工事収益 ジュタクコウジシュウエキ		16,582		受託工事収益 ジュタクコウジシュウエキ		16,216

										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		91,374		材料売却収益 ザイリョウバイキャクシュウエキ		252

										手数料 テスウリョウ		540

										受託収益 ジュタクシュウエキ		81,839

										消火栓修繕収益 ショウカセンシュウゼンシュウエキ		8,742

										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				23,053

						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		1,700		預金利息 ヨキンリソク

						２ 加入金 カニュウキン		8,900

						３ 他会計補助金 タカイケイホジョキン		11,073		一般会計補助金（簡易水道統合事業補助金(利息分)、児童手当及び子ども手当補助金） イッパンカイケイホジョキンカンイスイドウトウゴウジギョウホジョキンリソクブンジドウテアテオヨコテアテホジョキン

						４ 雑収益 ザツシュウエキ		1,380		発生品組替益 ハッセイヒンクミカエエキ		100

										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		1,279

				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						861,281

				１　営業費用 エイギョウヒヨウ				723,877

						１　原水及び浄水費 ゲンスイオヨジョウミズヒ		125,386		給料 キュウリョウ		29,282

										手当等 テトウトウ		16,802

										法定福利費 ホウテイフクリヒ		9,515

										委託料 イコトヅケリョウ		11,297

										修繕費 オサムツクロヒ		17,070

										動力費 ドウチカラヒ		35,000

										需用費ほか ジュヨウヒ		6,420

						２　配水及び給水費 ハイスイオヨキュウミズヒ		118,513		給料 キュウリョウ		33,480

										手当等 テトウトウ		20,568

										法定福利費 ホウテイフクリヒ		10,923

										委託料 イコトヅケリョウ		13,230

										賃借料 チンシャクリョウ		6,851

										修繕費 オサムツクロヒ		4,739

										請負工事費 ウケオイコウジヒ		16,845

										路面復旧費 ロメンフッキュウヒ		4,069

										動力費 ドウチカラヒ		1,934

										材料費 ザイリョウヒ		3,000

										需用費ほか ジュヨウヒ		2,874

						３　受託工事費 ジュタクコウジヒ		25,694		給料 キュウリョウ		2,852

										手当等 テトウトウ		2,635

										法定福利費 ホウテイフクリヒ		933

										請負工事費 ウケオイコウジヒ		18,766

										需用費ほか ジュヨウヒ		508

		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		181,769		給料 キュウリョウ		56,535

										手当等 テトウトウ		32,855

										法定福利費 ホウテイフクリヒ		18,919

										退職給与金 タイショクキュウヨキン		27,792

										賃金 チンキン		3,447

										光熱水費 ヒカリネツスイヒ		2,403

										印刷製本費 インサツセイホンヒ		2,147

										通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		5,598

										委託料 イコトヅケリョウ		17,178

										手数料 テカズリョウ		2,405

										賃借料 チンシャクリョウ		3,895

										修繕費 オサムツクロヒ		1,578

										需用費ほか ジュヨウヒ		7,017

						５　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		260,076		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		259,836

										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		3,545		固定資産除却費 コテイシサンジョキャクヒ		3,045

										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		8,894		消火栓修繕費		8,508

										材料売却原価ほか		386

				２　営業外費用 エイギョウガイヒヨウ				134,738

						１　支払利息及び企業債取扱諸費 シハライリソクオヨ		107,684		企業債利息 キギョウサイリソク		107,634

										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		27,029

						３　雑支出 ザツシシュツ		25

				３　特別損失 トクベツソンシツ				1,666

						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		1,665

				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						148,883

				１　企業債 キギョウサイ				80,000

						１　企業債 キギョウサイ		80,000

				２　工事負担金 コウジフタンキン				55,297

						１　工事負担金 コウジフタンキン		55,297

				３　他会計補助金 タカイケイホジョキン				13,585

						１　他会計補助金 タカイケイホジョキン		13,585		一般会計補助金（簡易水道統合事業補助金(元金分)） イッパンカイケイホジョキンカンイスイドウトウゴウジギョウ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						424,427

				１　建設改良費 ケンセツカイリョウヒ				225,039

						１　配水工事費 ハイスイコウジヒ		212,351		給料 キュウリョウ		10,454

										手当等 テトウトウ		5,540

										法定福利費 ホウテイフクリヒ		3,374

										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		189,728

										需用費ほか ジュヨウヒ		877

						２　施設改良費 シセツカイリョウヒ		5,665		請負工事費 ウケオイコウジヒ		5,600

										需用費ほか ジュヨウヒ		65

										法定福利費 ホウテイフクリヒ

										請負工事費 ウケオイコウジヒ

										需用費ほか ジュヨウヒ

						３　機械装置購入費 キカイソウチコウニュウヒ		2,348		量水器購入費 リョウスイキコウニュウヒ		2,048

										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		2,800		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		1,875		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		1,575

				２　企業債償還金 キギョウサイショウカンキン				199,088

						１　企業債償還金 キギョウサイショウカンキン		199,088

				３　予備費 ヨビヒ				300

						１　予備費 ヨビヒ		300







