
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
000110 1 平成20年9月1日 歳入徴収官 財務省理財局長 企業債償還金 平成２０年度企業債償還（財政融資資金）元金 112,871,667 小切手払
000111 1 平成20年9月1日 歳入徴収官 財務省理財局長 企業債利息 平成２０年度企業債償還（財政融資資金）利息 68,045,333 小切手払
000115 1 平成20年9月1日 社会保険事務所 保険料 社会保険料（事業主負担分） 13,839 小切手払
000116 1 平成20年9月1日 日本経済新聞長崎中央販売所 消耗品費 新聞代（日本経済新聞：7-9月分） 21,408 口座振替
000117 1 平成20年9月1日 株式会社 事務機のミカドヤ 消耗品費 レターファイル外 4,704 口座振替
000118 1 平成20年9月4日 （株）緑地建 修繕費 旧成人病センター多良見病院前道路修繕工事 672,000 口座振替
000119 1 平成20年9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 17,850 口座振替
000121 1 平成20年9月4日 資金前渡職員 矢野右人 旅費 旅費（日赤本社訪問） 74,440 資金前渡
000122 1 平成20年9月10日 株式会社 病院新聞社 消耗品費 病院新聞購読料（4-9月分） 5,400 口座振替
000123 1 平成20年9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（8月分） 6,900 小切手払
000127 1 平成20年9月10日 扇精光株式会社 消耗品費 トナーカートリッジ代 13,650 口座振替
000130 1 平成20年9月18日 長崎県知事 金子 原二郎 通信運搬費 第1四半期文書管理費 122,277 小切手払
000136 1 平成20年9月18日 資金前渡職員北原智紀 旅費 旅費（平成20年度病院事業経営講習会） 19,480 資金前渡
000137 1 平成20年9月18日 資金前渡職員北原智紀 雑費 平成20年度病院事業経営会議受講料 6,000 資金前渡
000129 1 平成20年9月19日 読売センター長崎西山 消耗品費 新聞代（読売新聞：7-9月分） 18,042 口座振替
000142 1 平成20年9月19日 西日本新聞エリアセンター長崎中央 消耗品費 新聞代（西日本新聞：7-9月分） 18,042 口座振替
000133 1 平成20年9月22日 公営企業金融公庫 企業債償還金 企業債償還金（公営企業金融公庫）元金・十八 1,332,058 小切手払
000133 2 平成20年9月22日 公営企業金融公庫 企業債利息 企業債償還金（公営企業金融公庫）利息・十八 324,537 小切手払
000133 3 平成20年9月22日 公営企業金融公庫 企業債償還金 企業債償還金（公営企業金融公庫）元金・親和 15,379,721 小切手払
000133 4 平成20年9月22日 公営企業金融公庫 企業債利息 企業債償還金（公営企業金融公庫）利息・親和 9,922,309 小切手払
000134 1 平成20年9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（資金運用部資金）元金 3,898,896 小切手払
000134 2 平成20年9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（資金運用部資金）利息 2,091,723 小切手払
000139 1 平成20年9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
000139 2 平成20年9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 3,950,801 小切手払
000139 3 平成20年9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
000139 4 平成20年9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 3,950,801 小切手払
000135 1 平成20年9月30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１期） 1,701,700 小切手払
000138 1 平成20年9月30日 日本郵政公社 九州支社長（郵貯資金） 企業債償還金 企業債償還金（郵貯資金）元金 2,889,366 小切手払
000138 2 平成20年9月30日 日本郵政公社 九州支社長（郵貯資金） 企業債利息 企業債償還金（郵貯資金）利息 11,569 小切手払
000140 1 平成20年9月30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：十八）元金 40,000,000 小切手払
000140 2 平成20年9月30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：十八）利息 577,578 小切手払
000140 3 平成20年9月30日 親和銀行 企業債償還金 企業債償還金（退職手当債：親和）元金 40,000,000 小切手払
000140 4 平成20年9月30日 親和銀行 企業債利息 企業債償還金（退職手当債：親和）利息 577,578 小切手払
000144 1 平成20年9月30日 社会保険事務所 保険料 社会保険料（8月分）（事業主負担分） 13,839 その他
000145 1 平成20年9月30日 株式会社 時事通信社 消耗品費 書籍代（厚生福祉：7月-9月分） 12,900 小切手払
000146 1 平成20年9月30日 第一法規株式会社 消耗品費 追録代 21,460 口座振替
000147 1 平成20年9月30日 有限会社 長崎新聞長崎市販売所 消耗品費 新聞代（長崎新聞：7月-9月） 18,000 口座振替
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