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　議　案　 第　５６　号

　　（総　　　則）
　第１条　平成２８年度八丈町水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

　　（業務の予定量）
　第２条　平成２８年度八丈町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第２条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

（４）主な建設改良事業     (ｲ)配水施設整備事業 千円

　　（収益的収入及び支出）
　第３条　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　　　）

　　第１款　水道事業収益 千円 千円 千円
　　　第２項　営業外収益　 千円 千円 千円
　　　第３項　特別利益　 千円 千円 千円

　　第１款　水道事業費用 千円 千円 千円
　　　第１項　営業費用　 千円 千円 千円
　　　第２項　営業外費用　 千円 千円 千円

   （資本的収入及び支出）
　第４条　予算第４条本文括弧書中「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 120,041千円は、当年度分消費税資本的収支

　　調整額 14,481千円、 過年度分損益勘定留保資金105,560千円で補てんするものとする。)」を「 (資本的収入額が資本的支出額に

　　対し不足する額124,813千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 15,353千円､過年度分損益勘定留保資金 109,460千円で補

    てんするものとする。)」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

平　成　２８　年　度　八　丈　町　水　道　事　業　会　計　補　正　予　算
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　　　 （　科　　　目　） （　既決予定額　） （　補正予定額　） （　　　計　　　）

　　第１款　資本的収入 千円 千円 千円
　　　第１項  企業債 千円 千円 千円

　　第１款　資本的支出 千円 千円 千円
　　　第１項  建設改良費 千円 千円 千円

　　　　(企　業　債) 
　　　第５条　予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。
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証書借入又は証
券発行
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だし、利率見直
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れる政府資金及
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443,335 7,000 450,335
190,000 7,000 197,000

支　  　　　　　　　出



平 成 ２８ 年 ９ 月 ６ 日　
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款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円）

１水道事業収益 　　　　　　 　　　　　　　　　 439,031 △ 1,531 437,500
　　　　　　　　 ２営業外収益 　　　　　　　　　 121,000 △ 1,532 119,468

３長期前受金戻入 115,383 △ 1,532 113,851 長期前受金戻入を減額

３特別利益 　　　　　　　　　 0 1 1

１過年度損益修正益 0 1 1 過年度損益修正益を増額

款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円）

１水道事業費用 　　　　　　 　　　　　　　　　 419,742 △ 3,432 416,310
　　　　　　　　 １営業費用 　　　　　　　　　 388,992 △ 1,905 387,087

２浄水費 25,265 778 26,043 浄水施設の維持管理に要する費用を増額
６減価償却費 236,663 △ 2,683 233,980 固定資産減価償却費を減額

　　　　　　　　 ２営業外費用 　　　　　　　　　 30,550 △ 1,527 29,023
１支払利息及び
　企業債取扱諸費
３消費税 2,932 △ 930 2,002 消費税納付額を減額

26,292 △ 597 25,695 企業債利息を減額

(4)

平　成　２８　年　度　八　丈　町　水　道　事　業　会　計　補　正　予　算　実　施　計　画

　　　備　　　　　　考　　　

収  益  的  収  入  及  び  支  出

支　　　　　  出

収　　　　　  入
　　　備　　　　　　考　　　



款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円）

１資本的収入 　　　　　　 　　　　　　　　　 443,335 7,000 450,335
１企業債 190,000 7,000 197,000

１企業債 190,000 7,000 197,000 水道施設整備企業債を増額

款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円）

１資本的支出 　　　　　　 　　　　　　　　　 563,376 11,772 575,148
１建設改良費 450,038 11,772 461,810

１配水施設費 41,772 11,772 53,544 配水管改修等に要する費用を増額

収　　　　　  入
　　　備　　　　　　考　　　

(5)

　　　備　　　　　　考　　　
支　　　　　  出

資　本  的  収  入  及  び  支  出



　

　

（単位 ： 千円）
１　業務活動によるキャッシュ･フロー
　　　当年度純利益（△は純損失） 5,838
　　　減価償却費 233,980
　　　引当金の増減額（△は減少） 6,793
　　　長期前受金戻入額 △ 113,851
　　　受取利息及び受取配当金 0
　　　支払利息 25,695
　　　固定資産除却費 0
　　　未収金の増減額（△は増加） 2,727
　　　未払金の増減額（△は減少） △ 290,879
　　　たな卸資産の増減額（△は増加） 0
　　　繰延勘定償却 1,326
　　　小計 △ 128,371
　　　利息及び配当金の受取額 0
　　　利息の支払 △ 25,695
　　　業務活動によるキャッシュ･フロー △ 154,066

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 △ 427,692
　　　国庫補助金等による収入 223,759
　　　一般会計からの繰入金による収入 10,811
　　　投資活動によるキャッシュ･フロー △ 193,122

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 197,000
　　　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 △ 113,338
　　　財務活動によるキャッシュ･フロー 83,662

　　資金に係る換算差額
　　資金増加額（又は減少額） △ 263,526
　　資金期首残高 411,859
　　資金期末残高 148,333

（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで)
平成２８年度八丈町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(6)



（単位 ： 円）

１　固定資産
  (1)   有形固定資産
    イ  土地 79,853,893 79,853,893
    ロ　建物 91,826,758
         減価償却累計額 56,887,057 34,939,701
    ハ  構築物 8,863,769,336
         減価償却累計額 3,798,294,676 5,065,474,660
    ニ  機械及び装置 1,174,120,899
         減価償却累計額 613,393,664 560,727,235
    ホ  車両及び運搬具 6,039,126
         減価償却累計額 2,243,985 3,795,141
    ヘ  工具器具及び備品 38,317,349
         減価償却累計額 35,380,494 2,936,855
      有形固定資産合計 5,747,727,485
  (2)   無形固定資産
    イ  電話利用権 1,584,000
    ロ  その他無形固定資産 116,800 1,700,800
      無形固定資産合計 1,700,800
      固定資産合計                     　 5,749,428,285

２　流動資産
　(1)   現金・預金
    イ  現金 148,233,158
    ロ  小口資金 100,000 148,333,158
　(2)   未収金
    イ  未収金 16,183,631
         貸倒引当金 2,332,199 13,851,432
　(3)   貯蔵品
    イ  原材料 863,046 863,046
      流動資産合計 163,047,636

平 成 ２８ 年 度 八 丈 町 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(7)

（平成２９年３月３１日）

資 　産 　の 　部



３　繰延勘定
　(1)   退職給与金
    イ  退職給与金 1,324,847 1,324,847
      繰延勘定合計 1,324,847
      資産合計 5,913,800,768

４　固定負債
　(1)   引当金
    イ　修繕引当金 19,776,000
    ロ　退職給付引当金 16,106,000 35,882,000
　(2)   企業債
    イ　企業債 2,254,037,842 2,254,037,842
      固定負債合計 2,289,919,842

５　流動負債
　(1)   未払金
    イ　未払金 14,927,964
    ロ　未払消費税 2,002,000 16,929,964
　(2)   前受金
    イ　営業前受金 33,972 33,972
　(3)   企業債
    イ　企業債 119,197,611 119,197,611
　(4)   引当金
    イ　賞与引当金 3,787,000
    ロ　法定福利費引当金 675,000 4,462,000
      流動負債合計 140,623,547

６　繰延収益
　(1)   長期前受金
    イ　長期前受金 5,085,523,124
         長期前受金収益化累計額 2,084,403,163 3,001,119,961
      繰延収益合計 3,001,119,961
      負債合計 5,431,663,350

負　　債　　の　　部

(8)



７　資本金
　(1)   自己資本金
    イ　固有資本金 21,932,514
    ロ　組入資本金 301,095,000
    ハ　出資金 25,650,000
    ニ　繰入資本金 157,577,562 506,255,076
      資本金合計 506,255,076

８　剰余金
　(1)   利益剰余金
    イ　当年度未処理欠損金 24,117,658 △ 24,117,658
      剰余金合計 △ 24,117,658
      資本合計 482,137,418
      負債資本合計 5,913,800,768

(9)

資　　本　　の　　部



款 項 目 節 既決予定額（千円）補正予定額（千円） 計（千円）

１水道事業収益 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 439,031 △ 1,531 437,500
２営業外収益 　　　　　　　 　　　　　 121,000 △ 1,532 119,468

３長期前受金戻入 115,383 △ 1,532 113,851
長期前受金戻入 △ 1,532

長期前受金戻入 115,383 △ 1,532 113,851 予定額 113,851
既定額 115,383
補正額 △ 1,532

３特別利益 　　　　　　　 　　　　　 0 1 1
１過年度損益修正益 0 1 1

過年度損益修正益 1

過年度損益修正益 0 1 1 予定額 1
既定額 0
補正額 1

款 項 目 節 既決予定額（千円）補正予定額（千円） 計（千円）

１水道事業費用 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 419,742 △ 3,432 416,310
１営業費用 　　　　　　　 　　　　　 388,992 △ 1,905 387,087

２浄水費 25,265 778 26,043
高度浄水施設薬品洗浄委託料 △ 530
消費税相当額 △ 42
　合　計 △ 572

委託料 4,493 △ 572 3,921
所要額 3,921
既定額 4,493
補正額 △ 572

大川浄水場ろ過池ろ過砂補充 △ 250

大川浄水場ろ過池№３修繕 1,500
消費税相当額 100

修繕費 3,240 1,350 4,590 　合　計 1,350

(10)

平成２８年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳

収　益　的　収　入　及　び　支　出

　　説　　　　　　　明(千円）

支　　       　　　　出

収　　       　　　　入
　　説　　　　　　　明(千円）



所要額 4,590
既定額 3,240
補正額 1,350

６減価償却費 236,663 △ 2,683 233,980
有形固定資産減価償却費 △ 2,683

有形固定資産 236,623 △ 2,683 233,940
減価償却費 所要額 233,940

既定額 236,623
補正額 △ 2,683

２営業外費用 　　　　　　　 　　　　　 30,550 △ 1,527 29,023
１支払利息及び 26,292 △ 597 25,695
　企業債取扱諸費 企業債利息 △ 597

企業債利息 26,292 △ 597 25,695
所要額 25,695
既定額 26,292
補正額 △ 597

３消費税 2,932 △ 930 2,002
消費税納付額 △ 930

消費税 2,932 △ 930 2,002 所要額 2,002
既定額 2,932
補正額 △ 930

(11)



款 項 目 節 既決予定額（千円）補正予定額（千円） 計（千円）

１資本的収入 　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　 443,335 7,000 450,335
　　　　　　 １企業債　　 　　　　　　　 　　　　　　　 190,000 7,000 197,000
　　　　　　 　　　　　　 １企業債　　　 　　　　　　　 190,000 7,000 197,000

企業債
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　上水分　配水施設 7,000

企業債　　　　 190,000 7,000 197,000
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 予定額 197,000
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 既定額 190,000
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 補正額 7,000

款 項 目 節 既決予定額（千円）補正予定額（千円） 計（千円）

１資本的支出 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 563,376 11,772 575,148
１建設改良費 　　　　　　　 　　　　　 450,038 11,772 461,810

１配水施設費 41,772 11,772 53,544
配水系統等改修工事
大川浄水場ろ過池等改修工事

護神向里線配水管改修工事
小　　計 10,900

工事請負費 39,960 11,772 51,732 消費税相当額 872
　合　計 11,772

所要額 51,732
既定額 39,960
補正額 11,772

39
40
41
42
43
44
45

資　本　的　収　入　及　び　支　出

(12)

収　　       　　　　入
　　説　　　　　　　明(千円）

支　　       　　　　出
　　説　　　　　　　明(千円）

都道215号線（八高～大中上）配水管改修工事(その3)


