
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の整備を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

　　　【車検整備について】

　　　整備周期見直しによる安全性の強化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　【ヘッドライトの交換について】

　　　法令強化のため

　　　　　　

（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の整備を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）
　　　【ラジエーター修理について】

　　　路上故障対策のため整備を行います。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

30　車両保存費

（単位：千円）

31年度予算額

共通

（単位：千円）

31年度予算額

466,507

669,600 16,500

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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

686,100

219,593



款： 項： 目：

節・細節： 矢作

（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、物品購入を行います。

（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）

38　車両修繕費 担当者：

31年度　A 30年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

平成31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

共通

予 算 額 1,189 1,090 99 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

（単位：千円）

31年度予算額

927

（単位：千円）

31年度予算額

262



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、物品購入を行います。

（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　車両保存費

（単位：千円）

31年度予算額

共通

（単位：千円）

31年度予算額

272

470 13

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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　 若葉台営業所01　営業費用

38　車両修繕費

483

211



款： 項： 目：

節・細節： 加藤

（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）

222

1,120 △ 61

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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

1,059

共通

（単位：千円）

31年度予算額

837

（単位：千円）

31年度予算額

30　車両保存費



款： 項： 目：

節・細節： 稲本・小幡

（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）

222

890 77

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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

967

共通

（単位：千円）

31年度予算額

745

（単位：千円）

31年度予算額

30　車両保存費



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。

（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　車両保存費

（単位：千円）

31年度予算額

共通

（単位：千円）

31年度予算額

738

780 177

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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

957

219



款： 項： 目：

節・細節： 矢田

（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）

211

860 74△                         

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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　 港南営業所01　営業費用

38　車両修繕費

786

共通

（単位：千円）

31年度予算額

575

30　車両保存費

（単位：千円）

31年度予算額



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　車両保存費

（単位：千円）

31年度予算額

共通

（単位：千円）

31年度予算額

837

1,070 △ 11

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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

1,059

222



款： 項： 目：

節・細節： 須藤

（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　車両保存費

（単位：千円）

31年度予算額

共通

（単位：千円）

31年度予算額

645

1,100 193△                       

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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

907

262



款： 項： 目：

節・細節： 荒木

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 機械工具類の修理用部品等
（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で使用できなくなった場合に、補修部品を購入して修理を行います。

（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 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）

30　車両保存費

（単位：千円）

31年度予算額

共通

（単位：千円）

31年度予算額

65

2,100 164

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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

2,264

2,199



款： 項： 目：

節・細節： 佐野

（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31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

予 算 額 32 30 2 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

31年度　A 30年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

（単位：千円）

31年度予算額

32

共通



款： 項： 目：

節・細節： 小川

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 機器工具等に係る保守用部品費等
（１　事業目的・内容）

　　　バス車両整備に必要不可欠な機器工具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）

30 2

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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　 若葉台営業所01　営業費用

39　その他修繕費

32

共通

（単位：千円）

31年度予算額

32

30　車両保存費



款： 項： 目：

節・細節： 加藤

（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）
　　　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、良好な状態を維持する

　　ための校正修理を行います。

（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　車両保存費

（単位：千円）

31年度予算額

共通

（単位：千円）

31年度予算額

217

300 135

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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

435

218



款： 項： 目：

節・細節： 稲本・小幡

（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）
　　　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。

（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）

109

30 296

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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

39　その他修繕費

326

共通

（単位：千円）

31年度予算額

217

（単位：千円）

31年度予算額

30　車両保存費



款： 項： 目：

節・細節：

（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）

30 2

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

所属：02　自動車事業費　 本牧営業所01　営業費用

39　その他修繕費

32

担当者：上坂

共通

（単位：千円）

31年度予算額

32

30　車両保存費



款： 項： 目：

節・細節： 矢田

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1
（１　事業目的・内容）

　　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）

　　　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、

共通

（単位：千円）

31年度予算額

32機械工具等に係る補修等部品費等

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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　 港南営業所01　営業費用

39　その他修繕費

32

30　車両保存費

30 2



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 機械工具等に係る補修用部品費等
（１　事業目的・内容）

    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。

（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）
　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。

（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　車両保存費

（単位：千円）

31年度予算額

共通

（単位：千円）

31年度予算額

217

300 26

様 式 Ｅ

平成31年度　修繕費　事業計画書

31年度　A 30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

326

109



款： 項： 目：

節・細節： 須藤

（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等部品費
（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31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 32 30 2 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

31年度　A 30年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

（単位：千円）

31年度予算額

32

共通



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）

30　車両保存費 星野

31年度 30年度 増△減

様　式　Ａ

平成31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 人事課

A B A　-　B
 予算額 6,283 7,979 1,696△           

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

50　被服費 6,283 車両保存費支弁職員に対する被服貸与分（新採用・異動・定期貸与分）

合　　　　　　　計 6,283



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31年度　経費　事業計画書

31年度

担当

30年度

01　営業費用
30　車両保存費 岩崎

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

B

44　電力料

A
2,047 予算額 46,212 44,165

合　　　　　　　計 46,212

１０営業所電気料金46,212



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）

14,095

各種法定研修、廃車及び変更登録手数料印紙代ほか

6,663

56　旅費 1,360 新車検収出張ほか

ホイールベアリンググリースほか

各車庫用工具備品、滝頭研修所用教材ほか

64　手数料

63　委託料 81,748 車両整備工場整備委託ほか

整備振興会年会費ほか60　負担金 75

58　印刷製本費

49　備消品費

406 定期点検整備記録簿（法定）ほか

3,383

合　　　　　　　計 107,730

42　油脂糸屑費

A
1,601 予算額 107,730 106,129

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

様　式　Ａ

平成31年度　経費　事業計画書

31年度

担当

30年度

01　営業費用
30　車両保存費 荒木・赤須・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）

車両用備品他

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）

合　　　　　　　計 790

57　通信運搬費 116 車両工場電話代

49　備消品費 519

56　旅費 92

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

42　油脂糸屑費 63 各種油脂類

 予算額 790 798 8△                 
A B A　-　B

30　車両保存費 佐野

31年度 30年度 増△減

様　式　Ａ

平成31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



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）

27

工場光熱費19

56　旅費 51 出張費

各油脂類

車庫用備品ほか

51　光熱水費

57　通信運搬費 70 工場電話代

合　　　　　　　計 411

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 244

B

42　油脂糸屑費

A
10△                予算額 411 421

様　式　Ａ

平成31年度　経費　事業計画書

31年度

担当

30年度

01　営業費用
30　車両保存費 小川

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 若葉台営業所

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）

101

工場旅費76

57　通信運搬費 112 工場電話代

各油脂類

車庫用備品ほか

56　旅費

合　　　　　　　計 768

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 479

B

42　油脂糸屑費

A
8 予算額 768 760

様　式　Ａ

平成31年度　経費　事業計画書

31年度

担当

30年度

01　営業費用
30　車両保存費 加藤

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、30度分の実績を基に算出しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成31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 滝頭営業所
30　車両保存費 小幡・稲本

31年度 30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 185

 予算額 871 553 318

49　備消品費 482 車庫用備品ほか

51　光熱水費 53 工場光熱水費

56　旅費 61 工場旅費

57　通信運搬費 90 工場電話代

合　　　　　　　計 871



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31年度　経費　事業計画書

31年度

担当

30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

49　備消品費 661

B

42　油脂糸屑費

A
 予算額 1,898

合　　　　　　　計

102 車両工場電話代

56　旅費 61 車両工場定例出張旅費

各油脂類

車庫用備品ほか

51　光熱水費

排水水質検査業務委託（全営業所分）63　委託料

57　通信運搬費

26

車両工場等の光熱水費（プロパンガス含む）434



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）

304

出張旅費150

57　通信運搬費 91 工場電話代等

工場車庫用備品ほか

工場光熱水費

56　旅費

合　　　　　　　計 569

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

51　光熱水費 24

B

49　備消品費

A
18△                予算額 569 587

様　式　Ａ

平成31年度　経費　事業計画書

31年度

担当

30年度

01　営業費用
30　車両保存費 矢田

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 港南営業所

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）

各油脂類

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

164

車庫用備品ほか1,26549　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

合　　　　　　　計

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 5,268

様　式　Ａ

平成31年度　経費　事業計画書

31年度

担当

30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）

合　　　　　　　計 961

56　旅費 72 車両工場市内外出張旅費

57　通信運搬費 110 車両工場電話料

49　備消品費 441 車庫用備品ほか

51　光熱水費 327 車両工場光熱水費

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

42　油脂糸屑費 11 各種油脂類

 予算額 961 911 50
A B A　-　B

30　車両保存費 須藤

31年度 30年度 増△減

様　式　Ａ

平成31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


