
別紙様式１－7（平成19年度承認計画用）

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））推移表推移表推移表推移表

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））要因分析要因分析要因分析要因分析

⑤⑤⑤⑤　　　　公営企業債現在高公営企業債現在高公営企業債現在高公営企業債現在高

-                 -                 -                 -                 

備考

636

7,625                      

団体名

5.3% 4.8%

8,009                      

426 384

北海道千歳市

125 277

0.3% 1.5% 3.4%

平成19年度

7,624                      8,142                      8,027                      7,820                      

8,169                      8,152                      8,097                      8,050                      

平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度

実績（見込）値（B）

平成22年度平成21年度平成20年度

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

計画最終年度における
未達成の要因

27

合計

会計名

（単位：百万円）

計画前年度
（平成18年度）

計画最終年度
（平成23年度）

類型類型類型類型 a 

やむを得ない
事情

水道事業会計

7.7%

8,261                      

影響額（単位：百万円）

-                 



（（（（ⅲⅲⅲⅲ））））実績実績実績実績（（（（見込見込見込見込））））値値値値がががが計画目標値計画目標値計画目標値計画目標値にににに届届届届かないかないかないかない理由及理由及理由及理由及びやむをびやむをびやむをびやむを得得得得ないないないない事情事情事情事情についてのについてのについてのについての検討事項検討事項検討事項検討事項

（（（（ⅳⅳⅳⅳ））））改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた取組及取組及取組及取組及びびびび今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし

（（（（ⅴⅴⅴⅴ））））改善方針改善方針改善方針改善方針のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況



別紙様式別紙様式別紙様式別紙様式１１１１－－－－５５５５

③③③③　　　　職員数職員数職員数職員数

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））推移表推移表推移表推移表

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））要因分析要因分析要因分析要因分析

備考

-                 -                 

類型類型類型類型 a 

やむを得ない
事情

（単位：名）

平成21年度

29                         

6.5% 0.0% 6.9% 6.9%

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

平成20年度平成19年度

30                         31                         

計画最終年度における
未達成の要因

影響人数（単位：名）

27                         

平成23年度平成22年度

実績（見込）値（B） 29                         29                         29                         

平成21年度平成20年度平成19年度 平成22年度

29                         

2.0

27                         

平成２１年度
計画目標値

計画最終年度
（平成23年度）

29                         

2.02.0

29                         

1.0 2.0 0.0

6.9%3.3%

会計名
団体名

水道事業会計
北海道千歳市

合計 -                 -                 -                 



（（（（ⅲⅲⅲⅲ））））実績実績実績実績（（（（見込見込見込見込））））値値値値がががが計画目標値計画目標値計画目標値計画目標値にににに届届届届かないかないかないかない理由及理由及理由及理由及びやむをびやむをびやむをびやむを得得得得ないないないない事情事情事情事情についてのについてのについてのについての検討事項検討事項検討事項検討事項

（（（（ⅳⅳⅳⅳ））））改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた取組及取組及取組及取組及びびびび今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし

（（（（ⅴⅴⅴⅴ））））改善方針改善方針改善方針改善方針のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況



別紙様式１－6（平成19年度承認計画用）

④④④④　　　　改善額改善額改善額改善額

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））推移表推移表推移表推移表 （単位：百万円）

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））要因分析要因分析要因分析要因分析

乖離率（D）
（C／A）

計画目標値（A）

実績（見込）値（B）

乖離値（C）
（B－A）

合計

計画最終年度における未達成の要因

-                 -                 -                 -                 

-                 

-                 

類型類型類型類型 a 

やむを得ない
事情

35.1%

13.0

50               

37               

0.0%

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

276.8%

155.0

37.9%

58.0

備考

-                 

36               

36               

平成21年度

37               

38               

2.7%

1.0

平成22年度

平成20年度平成19年度

平成20年度
影響額（単位：百万円）

0.0

211             

平成19年度

153             

76.2%

16.0

37               

21               

127.3%

28.0

50               

22               

補償金免除額

合計平成23年度

改善額合計平成23年度平成22年度平成21年度

-                 

-                 

-                 

56                               

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

北海道千歳市
会計名
団体名

-                 

水道事業会計



（（（（ⅲⅲⅲⅲ））））実績実績実績実績（（（（見込見込見込見込））））値値値値がががが計画目標値計画目標値計画目標値計画目標値にににに届届届届かないかないかないかない理由及理由及理由及理由及びやむをびやむをびやむをびやむを得得得得ないないないない事情事情事情事情についてのについてのについてのについての検討事項検討事項検討事項検討事項

（（（（ⅳⅳⅳⅳ））））改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた取組及取組及取組及取組及びびびび今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし

（（（（ⅴⅴⅴⅴ））））改善方針改善方針改善方針改善方針のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況



別紙様式１－8（平成19年度承認計画用）

⑥⑥⑥⑥　　　　累積欠損金比率累積欠損金比率累積欠損金比率累積欠損金比率

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））推移表推移表推移表推移表

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））要因分析要因分析要因分析要因分析 （単位：百万円、％）

分母悪化要因分母悪化要因分母悪化要因分母悪化要因 （単位：百万円）

分子悪化要因分子悪化要因分子悪化要因分子悪化要因 （単位：百万円）

平成21年度

平成23年度

平成22年度

合計

平成20年度

備考

乖離要因

0.0

#DIV/0!

0.0 0.0 0.0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.0

会計名
団体名

水道事業会計
北海道千歳市

0.0

#DIV/0!

-                           

-                           -                           

計画前年度
（平成18年度）

計画最終年度
（平成23年度）

-                           

平成22年度

-                           

平成20年度平成19年度

-                           -                           

（単位：％）

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

実績（見込）値（B） -                           -                           -                           

平成21年度

計画最終年度（平成23年度）
実績見込値（B)計画目標値（A)

分子（累積欠損金）

分母（営業収益等）

累積欠損金比率

影響額（百万円）要因

合計 -                           

平成19年度

年度
純損益

乖離値（A-B）
計画目標値（A) 実績見込値（B) 

-                 

 やむを得ない
事情

やむを得ない
事情

-                             

類型類型類型類型 a 

再算定値



（（（（ⅲⅲⅲⅲ））））実績実績実績実績（（（（見込見込見込見込））））値値値値がががが計画目標値計画目標値計画目標値計画目標値にににに届届届届かないかないかないかない理由及理由及理由及理由及びやむをびやむをびやむをびやむを得得得得ないないないない事情事情事情事情についてのについてのについてのについての検討事項検討事項検討事項検討事項

（（（（ⅳⅳⅳⅳ））））改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた取組及取組及取組及取組及びびびび今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし

（（（（ⅴⅴⅴⅴ））））改善方針改善方針改善方針改善方針のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況
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