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歳入
        　収入済額 (53.7%)

 予算額：159億9,650万8千円 85億8,227万7千円

市税    収入済額 (71.7%)
 予算額：47億5,574万6千円 34億1,307万1千円
 
譲与税・交付金等      　収入済額 (46.4%)
 予算額：6億1,600万円  2億8,614万円
 
地方交付税       　収入済額 (65.9%)
 予算額：47億6,502万円 31億4,475万2千円
 
分担金及び負担金     　 収入済額 (37.4%)
 予算額：2億4,565万6千円 9,205万円
 
使用料及び手数料      　収入済額 (43.2%)
 予算額：2億9,075万9千円 1億2,566万4千円
 
国庫支出金       　収入済額 (44.6%)
 予算額：14億9,534万3千円 6億6,756万8千円
 
県支出金      　 収入済額 (16.1%)
 予算額：11億8,482万2千円 1億9,155万3千円
 
財産収入・寄付金     　 収入済額 (41.2%)
 予算額：3,231万2千円  1,331万8千円
 
繰入金・繰越金      　 収入済額 (197.9%)
 予算額：2億8,585万8千円 5億6,580万2千円
 
諸収入        　収入済額 (8.1%)
 予算額：10億1,041万7千円 8,235万9千円 
 
市債       　 収入済額 (0%)
 予算額：13億1,457万5千円 0円
 
 

歳出
     支出済額 (38.9%)

 予算額：159億9,650万8千円 62億2,824万3千円

議会費    支出済額 (55.5%)
 予算額：2億1,120万円  1億1,711万5千円
 
総務費    支出済額 (35.5%)
 予算額：16億6,562万6千円 5億9,193万2千円
 
民生費    支出済額 (35.6%)
 予算額：48億2,909万円 17億2,153万5千円 

衛生費    支出済額 (34.3%)
 予算額：11億7,517万8千円 4億351万2千円
 
労働費    支出済額 (46.7%)
 予算額：4,413万7千円 　　　 2,060万6千円
 
農林水産業費   支出済額 (23.7%)
 予算額：9億2,690万3千円 2億1,998万9千円
 
商工費    支出済額 (81.3%)
 予算額：6億922万円  4億9,545万5千円
 
土木費    支出済額 (29.5%)
 予算額：17億7,842万1千円 5億2,492万7千円
 
消防費    支出済額 (55.5%)
 予算額：6億8,762万3千円 3億8,174万円
 
教育費    支出済額 (40.4%)
 予算額：14億6,678万1千円 5億9,261万7千円
 
その他（公債費等）   支出済額 (44.5%)
 予算額：26億232万9千円 11億5,881万5千円
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平成２２年度予算額Ａ
歳入 歳出

収入済額Ｂ
比率 (%)

支出済額Ｃ
比率 (%)

Ｂ / Ａ Ｃ / Ａ

国民健康保険事業会計 ４３億５，９５５万 1千円 １８億１，５４０万２千円 ４１.６ １８億８，０７０万８千円 ４３.１

港湾整備事業会計 ５，５３１万４千円 ３２１万４千円 ５.８ １０６万９千円 １.９

市有林野区事業会計 ６３万１千円 ６５万８千円 １０４.２ １万７千円 ２.６

市営駐車場事業会計 ３，０８０万１千円 ６５３万４千円 ２１.２ １，４３９万４千円 ４６.７

簡易水道事業会計 ３億 　３４０万８千円 ７，１１３万　　円 ２３.４ ９，６２５万２千円 ３１.７

公共下水道事業会計 １４億７，７０８万２千円 ９，８３７万２千円 ６.７ ５億　　８４万８千円 ３３.９

農業集落排水事業会計 ２億８，３８４万２千円 ２，７０９万２千円 ９.５ １億１，２３４万４千円 ３９.６

介護保険
事業会計

（保険事業勘定） ３１億７，０９２万３千円 １２億３，２５８万７千円 ３８.９ １３億２，２７２万１千円 ４１.７

（サービス事業勘定） １，９７７万７千円 ７８４万９千円 ３９.７ ６８６万９千円 ３４.７

後期高齢者医療事業会計 ５億２，７１３万５千円 １億８，０５４万４千円 ３４.２ １億６，９５５万３千円 ３２.２

特別会計　計 １０２億２，８４６万４千円 ３４億４，３３８万２千円 ３３.７ ４１億　 ４７７万５千円 ４０.１

一般会計の状況

特別会計の状況

市の平成２３年度上半期財政状況を地方自治法第２４３条の３第１項

の規定に基づきお知らせします。９月末現在の一般会計予算は、　６

月・９月補正等により当初予算と比べ４億８，９５０万８千円増加し、

１５９億９，６５０万８千円となっています。

平成２３年度上半期

財政公表
（平成２３年４～９月） 



5 人が輝く・夢が生まれる　瀬戸内のふれあい元気都市

市水道事業の経営状況

　地方公営企業法第４０条の２第１項の

規定に基づき、柳井市水道事業の経営状

況を公表します。

  

●問い合わせ
　水道部水道課２１１１内線６４１

平成２２年度決算（平成２２年４月～平成２３年３月）

平成２３年度上半期

出資金等
区　分 金額（千円）
山口県信用保証協会出捐金 ６，２３０万円

平郡航路有限会社出資金 ９５０万円

柳井市水道事業出資金 ６億６，４２０万９千円

柳井地域広域水道用水供給事業
出資金

６９億９，６６３万２千円

柳井市土地開発公社出資金 １，０００万円

やない花のまちづくり
振興財団出捐金

１，０００万円

㈱周防ケーブルネット出資金 ２，０００万円

その他の出資金等（３１件） １億　　 ５７万４千円

合　計 ７８億７，３２１万５千円

一時借入金：なし

その他の詳細は、財政課のホームページに

掲載しています。（市トップページ→各課の一

覧表→財政課→上半期財政状況）

http://www.city-yanai.jp/siyakusyo/
zaisei/index.html

●問い合わせ
　財政課２１１１内線４４１～４４３

基金
名　称 金額
財政調整基金 １５億５，８８０万５千円

減債基金 ２億７，６１７万２千円

教育基金 ８９２万７千円

ふるさと振興基金 １億９，４３１万５千円

地域福祉基金 ３億５，６０１万８千円

公共施設整備基金 ４億５，２０１万０千円

その他の基金 １３億７，８４９万７千円

合　計 ４２億２，４７４万４千円

市債
区　分 金額
一般会計 １８３億３，９９９万９千円

市営駐車場事業会計 ４，３７１万４千円

簡易水道事業会計 ４億６，２４４万４千円

公共下水道事業会計 ９５億６，８１２万５千円

農業集落排水事業会計 １４億４，６５５万２千円

合　計 ２９８億６，０８３万４千円

公有財産
区　分 土地 　  建物
行政財産 １，３５３，３９２㎡ １８２，９８７㎡

普通財産 ５，２８９，１９３㎡ １，８４１㎡

【収益・費用（千円）】

収益
営業収益 ６億４，２６２万６千円

営業外収益 ２億１，００８万２千円

計 ８億５，２７０万８千円

費用

営業費用 ７億６，８１１万２千円

営業外費用 ６，９４６万７千円

特別損失 ４００万３千円

計 ８億４，１５８万２千円

当年度純利益 １，１１２万６千円

【資産・資本・負債（千円）】

資産

固定資産 ３１億１，９３４万９千円

流動資産 ９億６，１３０万３千円

未処理欠損金 ７１２万３千円

計 ４０億８，７７７万５千円

負債
・
資本

負債 ３億８，５２２万４千円

資本金 ３１億５，９１２万５千円

剰余金 ５億４，３４２万６千円

計 ４０億８，７７７万５千円

【収益・費用（千円）】

収益
営業収益 ３億   ７６２万６千円

営業外収益 ７，８１９万８千円

計 ３億８，５８２万４千円

費用

営業費用 ２億８，３９８万５千円

営業外費用 ３，２７１万１千円

特別損失 ４千円

計 ３億１，６７０万０千円

当期純利益 ６，９１２万４千円

URL


