
議案第１５号  

平成２８年度さくら市水道事業会計補正予算（第２号）
（総　則）  

第１条　平成２８年度さくら市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。  

（収益的収入及び支出）  

第２条　平成２８年度さくら市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとお  

　　　り補正する。

 

　（科　　　　目）　　　　　（既決予定額）　　　　（補正予定額）　　　　　　（計）  

　　　　　収　　　　　　入  

第１款　水道事業収益　　　　　823,425千円　　　　　△ 2,259千円　　　　　821,166千円  

　第２項　営業外収益　　　　　 89,908千円　　　　　△ 2,259千円　　　　　 87,649千円  

 

　　　　　支　　　　　　出  

第１款　水道事業費用　　　　　782,146千円　　　　　　13,000千円　　　　　795,146千円  

　第２項　営業外費用　　　　　106,924千円　　　　　　13,000千円　　　　　119,924千円  

 

　　　平成２９年２月２４日提出  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら市長　人見　健次  



 



平成２８年度さくら市水道事業会計補正予算（第２号）に関する説明書

　　　　　　　　１　平成２８年度さくら市水道事業会計補正予算（第２号）実施計画

　　　　　　　　２　平成２８年度さくら市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

　　　　　　　　３　平成２８年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表

　　　　　　　　４　平成２８年度さくら市水道事業会計補正予算（第２号）明細書



平成２８年度さくら市水道事業会計補正予算（第２号）実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　　入 (単位：千円)

既決予定額 補正予定額 計 備　　　考

1. 水道事業収益 823,425 △2,259 821,166
2. 営業外収益 89,908 △2,259 87,649

4. 消費税及び地方消費税還
付金

2,259 △2,259 0

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支　　　出 (単位：千円)

既決予定額 補正予定額 計 備　　　考

1. 水道事業費用 782,146 13,000 795,146
2. 営業外費用 106,924 13,000 119,924

3. 消費税及び地方消費税 0 13,000 13,000

款 項 目

款 項 目



 



平成２８年度さくら市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで）

（単位：円）

１．業務活動によるキャッシュ・フロー

　　当年度純利益 156,254,838

　　減価償却費 365,074,882

　　減損損失 0

　　賞与引当金の増減額（減少△） △1,837,000

　　貸倒引当金の増減額（減少△） △246,829

　　長期前受金戻入 △11,600,000

　　受取利息及び受取配当金 △300,000

　　支払利息 106,923,000

　　有形固定資産売却損益（益△） 0

　　資産減耗費 73,930

　　未収金の増減額（増加△） △12,464,614

　　未払金の増減額（減少△） △11,675,229

　　たな卸資産の増減額（増加△） 4,896,460

　　前払金の増減額（増加△） △196,027

　　預り金の増減額（減少△） △11,837,080

　　仮払消費税の増減額（増加△） 0

　　仮受消費税の増減額（減少△） 0

　　小計 583,066,331

　　利息及び配当金の受取額 300,000

　　利息の支払額 △106,923,000

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 476,443,331

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有形固定資産の取得による支出 △556,940,622

　　有形固定資産の売却による収入 0

　　有形固定資産の除却による支出 0

　　国庫補助金等による収入 66,622,000

　　工事負担金による収入 18,198,000

　　一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 27,060,000

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △445,060,622



３．財務活動によるキャッシュ・フロー

　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 300,000,000

　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △270,698,399

　　他会計からの出資による収入 117,313,000

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 146,614,601

資金に係る換算差額 0

資金増加額（又は減少額） 177,997,310

資金期首残高 1,831,484,114

資金期末残高 2,009,481,424



平成２８年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表
（平成29年 3月31日）

（単位：円）

資産の部

１　固定資産

　　（１）有形固定資産

　　　　イ　土地 541,096,240

　　　　ロ　建物 279,234,775

　　　　　　減価償却累計額 △135,718,481 143,516,294

　　　　ハ　構築物 14,796,386,104

　　　　　　減価償却累計額 △5,853,035,571 8,943,350,533

　　　　ニ　機械及び装置 1,746,301,190

　　　　　　減価償却累計額 △1,201,572,977 544,728,213

　　　　ホ　車両運搬具 4,629,038

　　　　　　減価償却累計額 △2,639,471 1,989,567

　　　　ヘ　工具器具及び備品 2,879,496

　　　　　　減価償却累計額 △2,672,667 206,829

　　　　ト　建設仮勘定 28,307,532

　　　　有形固定資産合計 10,203,195,208

　　（２）無形固定資産

　　　　イ　水利権 744,342,352

　　　　無形固定資産合計 744,342,352

　　　　　　固定資産合計 10,947,537,560

２　流動資産

　　（１）現金・預金 2,009,481,424

　　（２）未収金 65,684,517

　　　　　貸倒引当金 △4,322,171 61,362,346

　　（３）貯蔵品 6,132,437

　　（４）前払金 196,027

　　（５）その他流動資産 1,000,000

　　　　流動資産合計 2,078,172,234

　　　　資産合計 13,025,709,794

負債の部

３　固定負債



　　（１）企業債 5,204,105,102

　　　　固定負債合計 5,204,105,102

４　流動負債

　　（１）企業債 281,037,000

　　（２）未払金 11,029,502

　　（３）前受金 31,000,000

　　（４）引当金 2,839,000

　　（５）その他流動負債 29,075,013

　　　　流動負債合計 354,980,515

５　繰延収益

　　（１）長期前受金 799,216,215

　　（２）長期前受金収益化累計額 △369,914,670

　　　　繰延収益合計 429,301,545

　　　　負債合計 5,988,387,162

資本の部

６　資本金

　　（１）資本金 3,162,935,240

　　　　資本金合計 3,162,935,240

７　剰余金

　　（１）資本剰余金

　　　　イ　補助金 364,297,812

　　　　ロ　工事負担金 915,302,589

　　　　ハ　受贈財産評価額 700,921,396

　　　　ニ　寄附金 40,000,000

　　　　ホ　その他資本剰余金 65,212,640

　　　　資本剰余金合計 2,085,734,437

　　（２）利益剰余金

　　　　イ　減債積立金 225,364,868

　　　　ロ　建設改良積立金 1,068,555,534

　　　　ハ　当年度未処分利益剰余金 494,732,553

　　　　利益剰余金合計 1,788,652,955

　　　　剰余金合計 3,874,387,392

　　　　資本合計 7,037,322,632

　　　　負債・資本合計 13,025,709,794



平成２８年度さくら市水道事業会計補正予算（第２号）明細書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　　入 (単位：千円)

既　　　決 補　　　正

予　定　額 予　定　額 金　　額
1. 823,425 △2,259 821,166

2. 89,908 △2,259 87,649
4. 消費税及び地方消費税還

付金
2,259 △2,259 0 1. 消費税及び地方消費税還

付金
△2,259

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支　　　出 (単位：千円)

既　　　決 補　　　正

予　定　額 予　定　額 金　　額
1. 782,146 13,000 795,146

2. 106,924 13,000 119,924
3. 消費税及び地方消費税 0 13,000 13,000 1. 消費税及び地方消費税 13,000

水道事業費用
営業外費用

説　　明

水道事業収益
営業外収益

説　　明款 項 目 計
節

区　　分

款 項 目 計
節

区　　分


