
　１．経営の方針

事業経営にあたっては、地方公営企業の基本理念に基づき、経営の安定に努め、公共福祉の増進、サービスの向上など、

市民の皆様に信頼される水道事業を目指します。

　２．平成22年度予算の概要 （単位：千円）

   ア　収益的収入及び支出

収入 支出

第１款 上水道事業収益 第１款 上水道事業費

　第１項 営業収益 　第１項 営業費用

　第２項 営業外収益 　第２項 営業外費用

第2款 簡易水道事業収益 　第３項 特別損失

　第１項 営業収益 62,069 　第４項 予備費 1,000

　第２項 営業外収益 81,047 第2款 簡易水道事業費

　第１項 営業費用 81,730

　第２項 営業外費用 10,742

　第３項 特別損失

　第４項 予備費

計 368,198 計

　イ  資本的収入及び支出

収入 支出

第１款 資本的収入 77 868 第１款 資本的支出 255 560
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第１款 資本的収入 77,868 第１款 資本的支出

　第１項 企業債 66,200 　第１項 建設改良費

　第2項 繰入金 9,568 　第2項 企業債償還金

　第3項 負担金及び寄付金 2,100 　第3項 予備費 5,000

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額177,692千円は、過年度分損益勘定留保資金170,437千円及び

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,255千円で補てんします。)

　１．経営の方針

事業経営にあたっては、地方公営企業の基本理念に基づき、経営の安定に努め、公共福祉の増進、サービスの向上など

市民の皆様に信頼される公共下水道事業を目指します。

　２．平成22年度予算の概要 （単位：千円）

   ア　収益的収入及び支出

収入 支出

第１款 下水道事業収益 484,341 第１款 下水道事業費用

　第１項 営業収益 　第１項 営業費用

　第2項 営業外収益 　第2項 営業外費用

　第3項 予備費 1,000

　イ  資本的収入及び支出

収入 支出

第１款 資本的収入 334,873 第１款 資本的支出

　第１項 企業債 45,000 　第１項 建設改良費

　第2項 補助金 5,000 　第2項 企業債償還金

　第3項 他会計補助金 277,079

　第4項 受益者負担金 7,793

　第5項 その他負担金 1

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額180,862千円は、損益勘定留保資金178,040千円及び当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,822千円で補てんします。)
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　１．経営の方針

　２．平成22年度予算の概要 （単位：千円）

   ア　収益的収入及び支出

収入 支出

第１款　病院事業収益 3,761,471 第１款　病院事業費用

　第１項 病院医業収益 3,312,824 　第１項 病院医業費用

　第２項 病院医業外収益 404,884 　第２項 病院医業外費用

　第３項 病院経営改革事業収益 43,763 　第３項 病院経営改革事業費用

第２款　介護老人保健施設事業収益 346,918 　第４項 予備費

　第１項 入所運営事業収益 277,664 第２款　介護老人保健施設事業費用

　第２項 短期入所運営事業収益 18,437 　第１項 入所運営事業費用

　第３項 通所運営事業収益 50,267 　第２項 通所運営事業費用

　第４項 運営事業外収益 550 　第３項 運営事業外費用

第３款　訪問看護事業収益 46,000 　第４項 予備費

　第１項 訪問看護事業収益 45,983 第３款　訪問看護事業費用

　第２項 訪問看護事業外収益 17 　第１項 訪問看護事業費用

　第２項 予備費

4,154,389 計
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　病院等事業は、美祢市立病院、美祢市立美東病院、美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢、美祢市訪問看護ステーショ
ンの４施設で構成しています。
　これらの施設の運営にあたっては、平成２０年度に策定しました美祢市病院経営改革プランに基づき、経営改善を引き続き
推し進めていきます。
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　イ 資本的収入及び支出

収入 支出

第１款　病院事業資本的収入 474,777 第１款　病院事業資本的支出

　第１項 企業債 256,800 　第１項 建設改良費

　第２項 負担金 217,977 　第２項 企業債償還金

第２款　介護老人保健施設事業資本的収入 30,000 第２款　介護老人保健施設事業資本的支出

　第１項 出資金 30,000 　第１項 建設改良費

　第２項 企業債償還金

504,777 計計 612,389

25,095

586,244

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１０７,６１２千円は、当年度消費税資本的収支調整額と過年度損益勘
　定留保資金で補てんします。)
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