
支払内訳表

支出票No. 内訳No. 支払日 支払先 節 支払内容 金 額 支払方法
000284 1 平成21年3月2日 歳入徴収官 財務省理財局長 企業債償還金 平成20年度企業債（財政融資資金）元金償還 114,008,259 小切手払
000285 1 平成21年3月2日 歳入徴収官 財務省理財局長 企業債利息 平成20年度企業債（財政融資資金）償還利息 66,908,741 小切手払
000289 1 平成21年3月4日 長崎県知事 金子 原二郎 通信運搬費 第3四半期文書管理費 166,242 小切手払
000290 1 平成21年3月4日 長崎県知事 金子 原二郎 賃借料 第3四半期庁用管理費（自動車使用料） 801,398 小切手払
000290 2 平成21年3月4日 長崎県知事 金子 原二郎 旅費 第3四半期庁用管理費（旅費） 17,700 小切手払
000290 3 平成21年3月4日 長崎県知事 金子 原二郎 通信運搬費 第3四半期庁用管理費（電話料） 52,029 小切手払
000290 4 平成21年3月4日 長崎県知事 金子 原二郎 負担金 第3四半期庁用管理費（東京事務所経費） 6,197 小切手払
000291 1 平成21年3月4日 長崎県知事 金子 原二郎 負担金 平成20年度共益費 2,397,000 小切手払
000293 1 平成21年3月4日 社会保険事務所 保険料 社会保険料（1月分事業主負担分） 15,000 小切手払
000295 1 平成21年3月4日 (有)インテリアセレクト 修繕費 パーテーション設置工事費 277,200 口座振替
000296 1 平成21年3月4日 株式会社 事務機のミカドヤ 消耗品費 コピー用紙代他 20,370 口座振替
000298 1 平成21年3月4日 ㈱創見 手数料 長崎県病院企業団シンボルマークデザイン作成料 294,000 口座振替
000287 1 平成21年3月10日 北嶋工務店 改良工事費 精神医療センター（Ｂ－２病棟）浴室改修工事完成払い 5,670,000 口座振替
000300 1 平成21年3月10日 資金前渡職員 太田彰幸 旅費 精算旅費 600 口座振替
000300 2 平成21年3月10日 資金前渡職員 小谷 隆司 旅費 精算旅費 5,940 口座振替
000300 3 平成21年3月10日 資金前渡職員 岡山剛 旅費 精算旅費 2,260 口座振替
000300 4 平成21年3月10日 資金前渡職員  北原智紀 旅費 精算旅費 2,260 口座振替
000302 1 平成21年3月10日 株式会社 病院新聞社 消耗品費 病院新聞購読料（10月-3月） 5,400 口座振替
000303 1 平成21年3月10日 ヤマト運輸株式会社長崎主管支店 通信運搬費 荷物運送代 368 口座振替
000304 1 平成21年3月10日 日本経済新聞長崎中央販売所 消耗品費 新聞購読料（日本経済新聞：1月-3月） 21,408 口座振替
000308 1 平成21年3月10日 有限会社 長崎新聞長崎市販売所消耗品費 新聞購読料（長崎新聞：1月-3月） 18,000 口座振替
000309 1 平成21年3月10日 長崎タクシー共同集金株式会社 賃借料 タクシー代（２月分） 12,750 小切手払
000310 1 平成21年3月10日 西山生花店 消耗品費 供花代 15,000 口座振替
000311 1 平成21年3月10日 日本産婦人科医会長崎県支部 厚生福利費 がん検診料 830,268 口座振替
000312 1 平成21年3月10日 読売センター長崎西山 消耗品費 新聞購読料（読売新聞：1月-3月） 18,042 口座振替
000313 1 平成21年3月10日 長崎電建工業㈱ 修繕費 病院局電話設備補修代 151,200 口座振替
000314 1 平成21年3月10日 第一法規株式会社 消耗品費 令規集追録代 73,710 小切手払
000315 1 平成21年3月10日 ㈱九州啓電社 修繕費 コンセント電源配線改修工事代 17,850 口座振替
000322 1 平成21年3月19日 西山生花店 消耗品費 供花代 15,000 口座振替
000324 1 平成21年3月19日 ㈱中の家旗店 消耗品費 長崎県病院企業団旗代 29,925 口座振替
000325 1 平成21年3月19日 長崎県離島医療圏組合 消耗品費 公印（本部・島原病院・精神医療センター）代 70,035 小切手払
000326 1 平成21年3月19日 毎日新聞長崎販売（株） 消耗品費 新聞購読料（毎日新聞：1月-3月分） 9,021 口座振替
000327 1 平成21年3月19日 朝日新聞長崎販売株式会社 消耗品費 新聞購読料（朝日新聞：1月-3月分） 18,042 口座振替
000328 1 平成21年3月19日 株式会社 日本醫事新報社 消耗品費 定期刊行物購読料（日本医事新報：10月-3月） 20,202 口座振替
000329 1 平成21年3月19日 株式会社 時事通信社 消耗品費 定期刊行物購読料（厚生福祉：1月-3月） 12,900 小切手払
000316 1 平成21年3月23日 地方公営企業等金融機構 企業債償還金 企業債償還金（公営企業等金融機構）元金・十八 1,338,231 小切手払
000316 2 平成21年3月23日 地方公営企業等金融機構 企業債利息 企業債償還金（公営企業等金融機構）利息・十八 318,364 小切手払
000316 3 平成21年3月23日 地方公営企業等金融機構 企業債償還金 企業債償還金（公営企業等金融機構）元金・親和 15,535,330 小切手払
000316 4 平成21年3月23日 地方公営企業等金融機構 企業債利息 企業債償還金（公営企業等金融機構）利息・親和 9,766,700 小切手払
000318 1 平成21年3月25日 歳入徴収官 財務省理財局長 企業債償還金 企業債償還金（財政融資資金）元金 26,160,356 小切手払
000318 2 平成21年3月25日 歳入徴収官 財務省理財局長 企業債利息 企業債償還金（財政融資資金）利息 2,026,749 小切手払
000332 1 平成21年3月25日 十八銀行株式会社 企業債償還金 企業債償還金（縁故債：十八）元金 44,359,000 小切手払
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000332 2 平成21年3月25日 十八銀行株式会社 企業債利息 企業債償還金（縁故債：十八）利息 3,599,489 小切手払
000332 3 平成21年3月25日 親和銀行 企業債償還金 企業債償還金（縁故債：親和）元金 44,359,000 小切手払
000332 4 平成21年3月25日 親和銀行 企業債利息 企業債償還金（縁故債：親和）利息 3,599,489 小切手払
000317 1 平成21年3月31日 長崎税務署長 消費税 消費税及び地方消費税中間納付（第３期） 1,701,700 小切手払
000319 1 平成21年3月31日 （株）ゆうちょ銀行 熊本支店 企業債償還金 企業債償還金（郵貯資金）元金 2,895,145 小切手払
000319 2 平成21年3月31日 （株）ゆうちょ銀行 熊本支店 企業債利息 企業債償還金（郵貯資金）利息 5,790 小切手払
000330 1 平成21年3月31日 長崎県知事 金子 原二郎 長期借入償還金 地域福祉基金償還（元金） 732,000,000 小切手払
000330 2 平成21年3月31日 長崎県知事 金子 原二郎 長期借入金利息 地域福祉基金償還（利息） 4,124,255 小切手払
000331 1 平成21年3月31日 長崎県知事 金子 原二郎 長期借入償還金 長期借入金償還（元金） 71,599,500 小切手払
000331 2 平成21年3月31日 長崎県知事 金子 原二郎 長期借入金利息 長期借入金償還（利息） 877,136 小切手払
000331 3 平成21年3月31日 長崎県知事 金子 原二郎 長期借入償還金 長期借入金償還（元金） 179,011,000 小切手払
000335 1 平成21年3月31日 社会保険事務所 保険料 社会保険料（２月分事業主負担分） 15,000 小切手払
000336 1 平成21年3月31日 十八銀行株式会社 企業債償還金 企業債償還金（退職手当債）元金・十八 40,000,000 小切手払
000336 2 平成21年3月31日 十八銀行株式会社 企業債利息 企業債償還金（退職手当債）利息・十八 430,816 小切手払
000336 3 平成21年3月31日 親和銀行 企業債償還金 企業債償還金（退職手当債）元金・親和 40,000,000 小切手払
000336 4 平成21年3月31日 親和銀行 企業債利息 企業債償還金（退職手当債）利息・親和 430,816 小切手払
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