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≪収益的収支≫　事業の経営活動に要するもの
（単位：円　税抜）

　科　　目 決算額

下水道事業収益 4,730,349,446

下水道使用料 2,221,087,264

他会計負担金 1,345,242,764

他会計補助金 95,989,216

長期前受金戻入 1,037,376,679

その他 30,653,523

下水道事業費用 4,611,943,740

人件費 346,977,683

動力費 172,025,968

薬品費 30,172,490

修繕・材料費 174,963,744

委託料 685,411,383

減価償却費 2,635,733,558

支払利息 300,152,661

その他 266,506,253

当年度純利益 118,405,706

≪資本的収支≫　施設の整備に要するもの
（単位：円　税込）

　科　　目 決算額

下水道事業資本的収入 2,143,595,938

企業債 1,018,700,000

他会計出資金 276,499,092

国庫補助金 834,189,632

受益者負担金等 14,207,214

その他 0

下水道事業資本的支出 3,796,674,246

公共下水道建設費 2,112,879,449
特定環境保全公共下水道建設費 23,139,324

流域下水道建設費 2,345,200

農業集落排水建設費 8,664,404

漁業集落排水建設費 836,000

企業債償還金 1,645,683,768

その他 3,126,101

損益勘定留保資金等補てん財源　※② 1,987,378,308

※③　国庫補助金等・・・受益者負担金等を含む。

　資本的収支については、収入の総額が21億4千4百万円、支出の総額が37億9千7百万円で、資本的収入額が
資本的支出額に対して不足する額は19億8千7百万円となり、その不足額は、当年度損益勘定留保資金等で補
てんしています。

　収益的収支については、収入の総額が47億3千万円、支出の総額が46億1千2百万円で、当年度純利益が
1億1千8百万円となりました。

※①　維持管理費等・・・動力費、薬品費、修繕・材料費、委託料、その他の費用

※②　資本的収入（翌年度へ繰り越される支出の財源として充当する額 334,300,000円を除く。）が資本的支出に不足する額を補てんするもの。
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≪損益計算書≫　（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

1． 営業収益 3． 営業外収益

（1） 下水道使用料 2,221,087,264 （1） 114,491

（2） 他会計負担金 688,736,151 （2） 他会計負担金 656,506,613

（3） 他市負担金 13,634,780 （3） 他会計補助金 95,989,216

（4） 受託事業収益 502,000 （4） 長期前受金戻入 1,037,376,679

（5） 10,038,142 2,933,998,337 （5） 雑収益 4,184,290

4． 営業外費用

（1） 300,152,661

2． 営業費用 （2） 雑支出 20,945,002 321,097,663

（1） 管渠費 231,548,016

（2） ポンプ場費 90,177,663 経常利益

（3） 75,812,523

（4） 処理場費 921,903,529 5． 特別利益

（5） 水洗化促進費 53,729 （1） 30,485

（6） 業務費 114,224,545 （2） 2,149,335 2,179,820

（7） 総係費 195,796,977

（8） 受託事業費 502,000 6． 特別損失

（9） 減価償却費 2,635,733,558 （1） 災害による損失 59,331

(10) 資産減耗費 21,613,545 4,287,366,085 （2） 973,796

（3） 2,446,865 3,479,992

営業損失

当年度純利益

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金

≪貸借対照表≫　（令和4年3月31日現在）

固定資産 固定負債

有形固定資産 企業債

土地 退職給付引当金

建物 流動負債

構築物

機械及び装置 未払金

賞与引当金

建設仮勘定 その他流動負債

無形固定資産 繰延収益

施設利用権 長期前受金

ソフトウエア 収益化累計額

流動資産

現金預金 資本金

未収金 固有資本金

貸倒引当金 出資金

有価証券 組入資本金

前払金 剰余金

資本剰余金

受贈財産評価額

利益剰余金

減債積立金

資産合計 負債・資本合計

76,630,774

195,036,480

1,638,341,273

430,900,000

360,970,549

△ 15,730,018

100,000,000

539,323,751

1,877,616,521

34,538,114,417

△ 11,836,631,082

536,426,191

資　本

2,897,560

30,246,210,9162,753,757,052

71,951,557,128 71,951,557,128

894,513,192

3,889,441,224

当年度未処分利益剰余金

86,820,447

281,856,927

その他資本剰余金

195,036,480

25,180,399,573

16,599,514,118

1,141,309,204

7,439,576,251

5,065,811,343

（単位：円） 

受取利息及び配当金

その他営業収益

119,705,878

流域下水道管理費

1,473,073,626

支払利息及び
企業債取扱諸費

1,794,171,289

過年度損益修正損

その他特別利益

△ 1,300,172その他特別損失

過年度損益修正益

1,353,367,748

118,405,706

283,758,292

2,290,419,695

7,044,204,916

2,033,575,748

392,210,359

1,615,075,884企業債（１年以内に償還予定）

（単位：円） 

科　目 決　算　額 科　目 決　算　額

4,783,954,416

工具器具及び備品

資　産 71,951,557,128 負　債 41,705,346,212

69,197,800,076 16,970,287,129

26,281,843

22,701,483,335

7,662

68,658,476,325

48,244,944,540

8,921,570

16,686,528,837

9,431,644,331
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　下水道事業は、雨水排除施設については公費（税金）、汚水の排除、処理施設については私費（下水
道使用料）で負担することを原則としています。

　令和3年度の決算では、公費で負担する経費等を除いた汚水処理経費が22億5千4百万円となったの
に対し、下水道使用料は22億2千1百万円で汚水処理経費の全額を下水道使用料では賄えていない結
果となりました。また、現金収支についても、汚水処理経費の計算上の減価償却費を企業債元金償還金
に置き換えて考えますと、1億6千3百万円の現金不足が発生しています。この不足額については、一部
を一般会計からの繰入金で賄っているのが現状です。
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項　　目 単位 3年度 2年度

使 用 料 収 入 2,221,087 （千円）

年 間 有 収 水 量 13,216,460

汚 水 処 理 経 費 2,253,940 （千円）

年 間 有 収 水 量 13,216,460

汚水処理原価 汚水処理経費【維持管理費】 1,361,543 （千円）

（維持管理費） 年 間 有 収 水 量 13,216,460

汚水処理原価 汚 水 処 理 経 費 【 資 本 費 】 892,397 （千円）

（資本費） 年 間 有 収 水 量 13,216,460

使 用 料 収 入 2,221,087 （千円）

汚 水 処 理 経 費 2,253,940 （千円）

総 収 益 4,730,349 （千円）

総 費 用 4,611,944 （千円）

営 業 収 益 ＋ 営 業 外 収 益 4,728,170 （千円）

営 業 費 用 ＋ 営 業 外 費 用 4,608,464 （千円）

流 動 資 産 2,753,757 （千円）

流 動 負 債 2,033,576 （千円）

自 己 資 本 52,947,694 （千円）

負 債 ・ 資 本 合 計 71,951,557 （千円）

◆使用料単価 …

◆有収水量 …

◆汚水処理原価 …

◆経費回収率 …

◆総収支比率 …

◆経常収支比率 …

◆流動比率 …

収益）の割合を示すもので、事業の長期安定性をみる指標
比率が高いほど経営の安定性は大きい。

経常費用が、経常収益によってどの程度まかなわれているかを示す指標
比率が高いほど収益性が良いとされる。

短期債務に対応すべき現金預金等の流動資産が十分であるかをみる指標
比率が大きいほど支払能力があることを示す。

◆自己資本構成比率… 負債・資本合計に対する自己資本（資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延

有収水量1ｍ3当たりの使用料収入

下水道で処理した汚水のうち、不明水を除いた使用料収入の対象となる水量

有収水量1ｍ3当たりの汚水処理費

汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標

総費用が総収益によってどの程度まかなわれているかを示す指標
比率が高いほど収益性が良いとされる。

72.7

流動比率 ％ ×100 ×100 135.4 120.2

自己資本構成比率 ％ ×100 ×100 73.6

101.9

総収支比率 ％ ×100 ×100 102.6 101.8

経常収支比率 ％ ×100 ×100 102.6

経費回収率 ％ ×100 ×100 98.5 99.1

円/ｍ3 103.02 100.05

円/ｍ3 67.52 69.12

使用料単価 円/ｍ3 168.05 167.57

汚水処理原価 円/ｍ3 170.54 169.16

算　　　　　式

 事業の経営状況を、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表に基づき分析すると次のようになります。
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（単位：千円）

区　分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
企業債残高 22,274,238 21,052,789 20,082,072 18,928,588 18,301,605

（単位：千円）

区　分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
基準内繰入金 1,795,221 1,575,761 1,510,524 1,395,758 1,358,268
基準外繰入金 473,740 303,638 269,189 249,207 264,375

合　計 2,268,961 1,879,399 1,779,713 1,644,965 1,622,643

　一般会計繰入金は、雨水処理など一般会計で負担すべきとされる「基準内繰入金」と、赤字の補てん
や建設事業への出資などの「基準外繰入金」に分けられます。

　基準外繰入金については、経費節減などの経営努力により縮減していくことが必要です。近年は、減
少傾向にありますが、令和3年度でも、2億6千4百万円を繰り入れています。

　下水道施設の建設は、一般的に短期間での集中的な投資を必要としますが、下水道の事業効果は
長期間にわたるものです。建設に必要な費用を、その効果を受ける将来の世代にも負担してもらうとい
う意味から、財源の多くは下水道事業債が充てられています。

　令和3年度は、10億1千9百万円の下水道事業債を借り入れており、年度末の残高は、183億2百万円
となっています。

　下水道事業では、一般会計から多額の負担金、補助金、出資金を繰り入れており、これを総称して一
般会計繰入金と言っています。
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繰　出　基　準 趣　　旨

1 雨水処理に要する経費
雨水処理に要する資本費及び維持管理
費に相当する額

「雨水公費・汚水私費」の原則にもとづき、雨
水の処理に必要な経費（資本費・維持管理
費）は一般会計が負担することとなっていま
す。

2 分流式下水道等に要する経費

分流式の公共下水道等に要する資本費
のうち、その経営に伴う収入をもって充て
ることができないと認められるものに相当
する額

汚水にかかる資本費は本来使用料によって
回収しなければなりませんが、下水道使用料
だけで回収することが困難な部分について一
定の範囲で一般会計で負担します。

3 流域下水道の建設に要する経費

県の流域下水道に支出した建設負担金の
40％(単独事業に係るものは10％)。ただ
し、平成12～令和3年度に実施する事業に
あっては、臨時的下水道事業債の元利償
還金に相当する額

流域下水道は、広域的な水質保全を図る観
点から県が設置するもので、その整備推進に
要する建設改良費の一部について負担する
ものです。

4
下水道に排除される下水の規制に
関する事務に要する経費

特定施設設置届の受理、排水設備等の検
査に関する事務等に要する経費に相当す
る額

水質に大きな負荷のかかる施設を有する事
業場（特定事業場）に対し行う水質規制に関
する事務に要する経費について繰り出すもの
です。

5
水洗便所に係る改造命令等に関す
る事務に要する経費

水洗便所への改造命令及び排水設備に
係る監督処分に関する事務に要する経費
の2分の1

水洗便所に係る改造命令等に関する事務に
要する経費の一部について繰り出すもので
す。

6 不明水の処理に要する経費
計画汚水量を定めるときに見込んだ地下
水量を超える不明水の処理に要する維持
管理費に相当する額

不明水とは下水道管に流入してくる地下水な
ど、経費を負担すべき者が明らかでないもの
をいいます。その不明水の処理に要する経費
について繰り出すものです。

7 高度処理に要する経費
下水の高度処理に要する資本費及び維
持管理費に相当する額の一部（2分の1を
基準とする）

高度処理とは、水質の環境基準を達成するた
めに通常の下水処理よりも高度な処理をおこ
なうもので、建設・維持管理ともに経費が嵩む
ため、その一部について繰り出すものです。

8 高資本費対策に要する経費

繰出しの対象となる事業は、供用開始30
年未満の下水道事業で、前々年度におけ
る当該事業の資本費及び使用料がそれ
ぞれ国が示す要件を満たすもので、経営
戦略を策定し、経営健全化のために十分
な努力をしていると認められる事業

地形条件等により建設改良費が割高となるた
め、すべてを使用料で負担することが困難な
下水道事業について、資本費負担の軽減を
図るため資本費の一部について繰り出すもの
です。

9
下水道事業債等の償還に要する経
費

下水道事業債（普及特別対策分）の元利
償還金の55％に相当する額
下水道事業債（臨時措置分・特例措置
分）、　臨時財政特例債の元利償還金に
相当する額

下水道事業債等の元利償還金について繰り
出すものです。

項　　目

　下水道事業会計は、「雨水公費・汚水私費」を原則として、下水道使用料を主な財源に経営されていますが、
雨水に係る経費や汚水の一部経費については、必要な範囲で一般会計からの繰入れが認められています。

　本市での一般会計からの繰入れの主な項目は、次のとおりです。
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TEL（0834）22-8605 FAX（0834）22-8636

E-mail:suido-zai@city.shunan.lg.jp
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