
款： 項： 目：

節・細節： 新谷

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）

（１　事業目的・内容）

　　　経営理念に基づく「安全・迅速・快適」なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、部品購入を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

　　　【エアー関係装置の整備について】

　　　車両を良好で安全な状態に保つため、エアドライヤ分解整備周期の変更とエアコンプレッサー整備を行います。

　　　　円×247両）

　　　　円×129両）

　　　エアドライヤ整備周期変更による追加　　　　　　千円

　　  エアコンプレッサー整備　　　　　　           　　　　千円

　　　【エンジン始動装置関係の整備について】

エンジン始動時における不具合を未然に防ぐため、フライホイールを購入します。

フライホイール購入 　　千円  （ 円×50両）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）

（１　事業目的・内容）

　　　経営理念に基づく「安全・迅速・快適」なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、保守点検を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）
　　　【エアー関係装置の整備について】

　　　車両を良好で安全な状態に保つため、エアドライヤ分解整備周期の変更を行います。

　　　エアドライヤ整備周期変更による追加 　　　　　　千円（　　　　　円× 163両）

　　　【あかいくつ車両の延命整備について】

　　　14年経過した車両を延命し安全・快適に運行させるため、車体修理を実施します。

　　　あかいくつ車体修理　　　　　　　　　　　　　　　千円

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

中期経営計画 お客様に向けて（４）バス車両・施設の安全対策

（単位：千円）

30年度予算額

625,012

中期経営計画 お客様に向けて（４）バス車両・施設の安全対策

共通

（単位：千円）

30年度予算額

457,034

44,588

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 運輸課01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

669,600

212,566



款： 項： 目：

節・細節： 岡田

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）

（１　事業目的・内容）

　　　経営理念に基づく、安全、確実、快適な交通サービスを提供するための車両の良好な状態に保つため部品購入を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】
2 車両修繕費（外注費）

（１　事業目的・内容）

　　　経営理念に基づく、安全、確実、快適な交通サービスを提供するための車両の良好な状態に保つため保守点検修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（単位：千円）

30年度予算額

260

中期経営計画 －

（単位：千円）

30年度予算額

830

中期経営計画 －

共通

予 算 額 1,090 1,040 50 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

38　車両修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 保土ケ谷営業所



款： 項： 目：

節・細節： 小川

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）

（１　事業目的・内容）

　　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、

　　部品購入をします。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）

（１　事業目的・内容）

　　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、

　　保守点検修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

30年度予算額

210

中期経営計画 －

（単位：千円）

30年度予算額

260

中期経営計画 －

共通

予 算 額 470 480 △ 10 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

38　車両修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 若葉台営業所



款： 項： 目：

節・細節： 小倉　保博

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）

（１　事業目的・内容）

　　　経営理念に基づく、安全、確実、快適な交通サービスを提供するための車両の良好な状態に保つため部品購入を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）

（１　事業目的・内容）
　　　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、

　　　保守点検修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

30年度予算額

中期経営計画 －

中期経営計画 －

共通

（単位：千円）

30年度予算額

900

1,120 0

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 浅間町営業所01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

1,120

220

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 原田・稲本

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費　（材料費）

（１　事業目的・内容）

　経営理念に基づく、安全、確実、快適なサービスを提供するための車両を、良好な状態に保つため、

部品購入をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費　（外注費）

（１　事業目的・内容）

　経営理念に基づく、安全、確実、快適なサービスを提供するための車両を、良好な状態に保つため、

保守点検修理をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

中期経営計画 －

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29年度　B 増減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 滝頭営業所01　営業費用

38　車両修繕費

890

30　車両保存費

共通

（単位：千円）

670

30年度予算額

880 10

30年度予算額

（単位：千円）

220

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 上坂

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）

（１　事業目的・内容）

経営理念に基く、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、部品購入を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）

（１　事業目的・内容）

経営理念に基く、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、保守点検修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 本牧営業所01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

中期経営計画 －

共通

（単位：千円）

30年度予算額

580

780 790 △ 10

（単位：千円）

30年度予算額

200

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 佐藤　潤

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）

（１　事業目的・内容）

　　　経営理念に基づく安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、保守点検修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 港南営業所

予 算 額 860 880 △ 20 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

38　車両修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

（単位：千円）

30年度予算額

650

中期経営計画 －

共通

30年度予算額

210

中期経営計画 －

（単位：千円）

　　 経営理念に基づく安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、部品購入を行います。



款： 項： 目：

節・細節： 山田・山下

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）

（１　事業目的・内容）

　　　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するため車両を良好な状態に保つため、部品購入をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）

（１　事業目的・内容）
 　　　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するため車両を良好な状態に保つため、保守点検修理をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

220

30年度予算額

中期経営計画 －

1,070 1,080

（単位：千円）

30年度予算額

850

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 港北営業所01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

△ 10

中期経営計画 －

共通

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 鈴木　貴弘

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費　材料費（02.01.30.38.38.01）

（１　事業目的・内容）

       営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、部品購入をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費　外注費（02.01.30.38.38.02）

（１　事業目的・内容）
       経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、保守点検修理をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 鶴見営業所01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

1,100 1,180

共通

（単位：千円）

30年度予算額

840

△ 80

中期経営計画 －

（単位：千円）

30年度予算額

260

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 山之井　

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 機械工具類の修理費等

（１　事業目的・内容）

　　　バス車両整備に必要不可欠な機械工具類が故障または破損により、使用できなくなった場合に修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

1,800 300

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 運輸課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

2,100

中期経営計画 －

共通

（単位：千円）

30年度予算額

2,100



款： 項： 目：

節・細節： 岡田

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 その他修繕費（材料費）

（１　事業目的・内容）

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって、修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（単位：千円）

30年度予算額

30

中期経営計画 －

共通

予 算 額 30 0 30 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 保土ケ谷営業所



款： 項： 目：

節・細節： 小川

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 機械工具等に係る補修用部品費等

（１　事業目的・内容）

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって、修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（単位：千円）

30年度予算額

30

中期経営計画 －

共通

予 算 額 30 0 30 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 若葉台営業所



款： 項： 目：

節・細節： 小倉　保博

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 機械工具等に係る補修用部品費等

（１　事業目的・内容）

　　　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 検査ライン等に係る検査機器等の修理費

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（単位：千円）

30年度予算額

150

中期経営計画 －

中期経営計画 －

共通

（単位：千円）

30年度予算額

300

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 浅間町営業所01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

300 150

100

　指定整備工場に必要不可欠な検査ライン機器故障又は破損により使用できなくなった場合の緊急を要する修理や、良好な状態に維持するための校正修理を行
います。



款： 項： 目：

節・細節： 原田・稲本

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 その他修繕費（材料費）

（１　事業目的・内容）

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって、修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（単位：千円）

30年度予算額

30

中期経営計画 －

共通

予 算 額 30 0 30 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 滝頭営業所



款： 項： 目：

節・細節： 上坂

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 その他修繕費（材料費）

（１　事業目的・内容）

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって、修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 本牧営業所

予 算 額 30 0 30 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

中期経営計画 －

共通

（単位：千円）

30年度予算額

30



款： 項： 目：

節・細節： 佐藤　潤

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

39　その他修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 港南営業所

共通

機械工具等に係る補修等部品費等

予 算 額 30 0 30 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

（単位：千円）

30年度予算額

30

中期経営計画 －

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって修理を
行います。



款： 項： 目：

節・細節： 山田・山下

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料費（尿素ポンプおよびスチーム等修繕）

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

　　　新規計上

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 検査ライン等に係る検査機器等の修理費

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（単位：千円）

100

30年度予算額

スチームなどの設備機械や尿素ポンプやホース等の機器が故障又は破損により使用できなくなった場合の緊急を要する修理や、良好な状態に
維持するための校正修理を行います。

150 200

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 港北営業所01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

300

中期経営計画 －

共通

（単位：千円）

30年度予算額

200

　指定整備工場に必要不可欠な検査ライン機器が故障又は破損により使用できなくなった場合の緊急を要する修理や、良好な状態に維持するた
めの校正修理を行います。

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 鈴木

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 その他修繕費（材料費）

（１　事業目的・内容）

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって、修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 鶴見営業所

予 算 額 30 0 30 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

中期経営計画 －

共通

（単位：千円）

30年度予算額

30



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

車両保存費支弁職員に対する被服貸与（新採用・異動・定期貸与分）

合 計 7,979

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

50　被服費

A
2,036 予算額 7,979 5,943

7,979

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度

01　営業費用
30　車両保存費 星野

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 人事課

増△減



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

平成28年度および29年度実績をもとに積算

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度

01　営業費用
30　車両保存費 神山

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 営業課（自動車）

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

BA
1,690△ 予算額 44,165 45,855

合 計 44,165

10営業所分車両工場電力料44　電力料 44,165



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

新車検収出張ほか

定期点検整備記録簿（法定）ほか

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

13,980

2,362 滝頭新工場用什器

滝頭新工場用備品ほか49　備消品費 1,120

ホイールベアリンググリースほか

64　手数料

車庫用備品ほか

63　委託料

49　備消品費

60　負担金 75

廃車、変更登録手数料印紙代ほか

車両整備工場整備委託ほか

58　印刷製本費 406

56　旅費 650

整備振興会年会費ほか

81,919

2,925

合 計 106,129

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 2,692

B

42　油脂糸屑費

A
2,879 予算額 106,129 103,250

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度

01　営業費用
30　車両保存費 荒木・山之井・小川

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 運輸課

増△減



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

車両工場用備品他

車両工場光熱水費

車両工場出張旅費

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 保土ケ谷営業所

30　車両保存費 岡田

30年度 29年度 増△減

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

42　油脂糸屑費 50 各種油脂類

 予算額 798 746 52

49　備消品費 543

51　光熱水費 0

56　旅費 90

57　通信運搬費 115 車両工場電話代

合 計 798



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 若葉台営業所

30　車両保存費 小川

30年度 29年度 増△減

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

42　油脂糸屑費 25 各油脂類

 予算額 421 434 13△

49　備消品費 258 車庫用備品ほか

51　光熱水費 18 工場光熱費

56　旅費 50 出張費

57　通信運搬費 70 工場電話代

合 計 421



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

各種油脂類

　（２　編成するにあたっての考え方）

　 H29年度分の実績を基に算出しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

100

工場旅費50

車庫用備品ほか

工場電話代57　通信運搬費 110

合 計 760

56　旅費

A
105 予算額 760 655

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 500

B

42　油脂糸屑費

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度

01　営業費用
30　車両保存費 小倉

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 浅間町営業所

増△減



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

各種油脂類

　（２　編成するにあたっての考え方）

　 H29年度分の実績を基に算出しました。
　工場建替えのため、光熱水費及び通信運搬費を削除しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

25

車庫用備品ほか

56　旅費 60 工場旅費

合 計 553

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 468

B

42　油脂糸屑費

A
△ 71 予算額 553 624

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度

01　営業費用
30　車両保存費 原田・稲本

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 滝頭営業所

増△減



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度

01　営業費用
30　車両保存費 上坂

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 本牧営業所

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

42　油脂糸屑費

A
 予算額 1,839

合 計

60 車両工場定例出張旅費

49　備消品費

63　委託料 排水水質検査業務委託（全営業所分）

車両工場電話代57　通信運搬費 100

56　旅費

Ｈ28年、29年度分の実績を基に算出しました。

25

車庫用備品ほか483

51　光熱水費 430 車両工場等の光熱水費（プロパンガス含む）

各油脂類



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

工場車庫用備品ほか

工場光熱水費

出張旅費

工場電話代等

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度

01　営業費用
30　車両保存費 佐藤

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 港南営業所

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 322

BA
32 予算額 587 555

合 計 587

91

56　旅費 150

51　光熱水費

57　通信運搬費

24



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

各油脂類

　（２　編成するにあたっての考え方）

　 H29年度分の実績を基に算出しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

49　備消品費

63　委託料 産業廃棄物処理委託

工場電話代等57　通信運搬費 85

56　旅費

51　光熱水費 138 工場光熱水費

90 工場旅費

車庫用備品ほか1,255

合 計

42　油脂糸屑費

A
 予算額 5,128

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

200

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度

01　営業費用
30　車両保存費 山田・山下

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 港北営業所

増△減



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）
　　　　過去３か年の平均実績に増減率を加えて算出。

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 鶴見営業所

30　車両保存費 鈴木

30年度 29年度 増△減

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

 予算額 911 872 39

49　備消品費 446 車庫用備品ほか

51　光熱水費 300 車両工場光熱水費

56　旅費 65 車両工場市内外出張旅費

57　通信運搬費 100 車両工場電話料

合 計 911




