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　議　案　 第　４５　号

　　（総　　　則）
　第１条　平成３０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３０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)施設改良事業 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 127,332千円は、当年度分消費税資本的収支

　　調整額 5,247千円、 過年度分損益勘定留保資金11,978千円、当年度分損益勘定留保資金110,107千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127,332千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 5,469千円､当年度分

   損益勘定留保資金 121,863千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。

　　　 （　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

229,455 3,000 232,455
72,000 3,000 75,000

平　成　３０　年　度　八　丈　町　水　道　事　業　会　計　補　正　予　算

支　  　　　　　　　出
445,540445,758 △ 218

232,032229,032 3,000

229,020

356,787 3,000 359,787

収　  　　　　　　　入

34,514 △ 218 34,296

支　  　　　　　　　出
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　　　(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。

平 成 ３０ 年 ６ 月 １４ 日　

    提 出 者   八 丈 町 長   山 下  奉 也

左の利率に
同じ

起債の目的
補 正 前

起債の目的
補 正 後

限度額(千円) 起債の方法 利　　率 償還の方法 限度額(千円) 起債の方法 利　　率 償還の方法

左の償還の方法
に同じ

合 計 72,000 合 計 75,000

水道施設整
備事業

72,000 証書借入又
は証券発行

年5.0%以内（た
だし、利率見直
し方式で借り入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

借入先の融資条件に
よる。但し政府資金に
ついては据置期間を
含む40年以内元利均
等償還もしくは元金均
等償還の方法による。
なお企業財政の都合
により据置期間及び償
還期間を短縮しもしく
は繰上償還又は低利
債に借り換えることがで
きる。

水道施設整
備事業

75,000 左の起債の
方法に同じ

(2)



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 　　　　　　 　　　　　　　　　 445,758 △ 218 445,540
２営業外費用 　　　　　　　　　 34,514 △ 218 34,296

２消費税 11,137 △ 218 10,919 消費税納付額を減額

款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円）

１資本的収入 　　　　　　 　　　　　　　　　 229,455 3,000 232,455
１企業債 　　　　　　　　　 72,000 3,000 75,000

１企業債 72,000 3,000 75,000 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 　　　　　　 　　　　　　　　　 356,787 3,000 359,787
　　　　　　　　 １建設改良費 　　　　　　　　　 229,032 3,000 232,032

１施設改良費 226,020 3,000 229,020 上水道施設整備に要する費用を増額

平　成　３０　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

資　本  的  収  入  及  び  支  出

収　　　　　入
　　　備　　　　　　考　　　

支　　　　　  出
　　　備　　　　　　考　　　

(3)



　

　

（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） 6,054
　　　減価償却費 238,583
　　　資産減耗費 30,000
　　　長期前受金戻入額 △ 131,353
　　　資本費繰入収益額 △ 12,456
　　　引当金の増減額（△は減少） 2,753
　　　受取利息及び受取配当金 0
　　　支払利息 23,377
　　　未収金の増減額（△は増加） 503
　　　未払金の増減額（△は減少） △ 128,647
　　　前受金・預り金の増減額（△は減少） 0
　　　たな卸資産の増減額（△は増加） 0
　　　小計 28,814
　　　利息及び配当金の受取額 0
　　　利息の支払 △ 23,377
　　　業務活動によるキャッシュ･フロー 5,437

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 △ 214,900
　　　国庫補助金等による収入 133,336
　　　一般会計からの繰入金による収入 12,456
　　　投資活動によるキャッシュ･フロー △ 69,108

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 75,000
　　　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 △ 127,755
　　　財務活動によるキャッシュ･フロー △ 52,755

　　資金に係る換算差額
　　資金増加額（又は減少額） △ 116,426
　　資金期首残高 276,946
　　資金期末残高 160,520

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで)
平成３０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)
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（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 60,131,825 31,694,933
    ハ  構築物 8,795,250,064
         減価償却累計額 3,905,576,217 4,889,673,847
    ニ  機械及び装置 1,196,127,133
         減価償却累計額 644,018,503 552,108,630
    ホ  車両及び運搬具 8,832,126
         減価償却累計額 4,181,061 4,651,065
    ヘ  工具器具及び備品 1,512,349
         減価償却累計額 1,211,875 300,474
    ト   建設仮勘定 40,992,587

40,992,587
      有形固定資産合計 5,599,275,429
  (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 38,400 1,622,400
      無形固定資産合計 1,622,400
      固定資産合計                     　 5,600,897,829

２　流動資産
　(1)   現金・預金
    イ  現金 160,480,453
    ロ  小口資金 40,000 160,520,453
　(2)   未収金
    イ  未収金 10,859,807
         貸倒引当金 822,439 10,037,368
　(3)   貯蔵品
    イ  原材料 927,471
    ロ　薬品 438,270 1,365,741
      流動資産合計 171,923,562
      資産合計 5,772,821,391

平 成 ３０ 年 度 八 丈 町 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表
（平成３１年３月３１日）

資 　産 　の 　部

(5)



３　固定負債
　(1)   引当金
    イ　修繕引当金 29,664,000
    ロ　退職給付引当金 18,521,000 48,185,000
　(2)   企業債
    イ　企業債 2,138,763,860 2,138,763,860
      固定負債合計 2,186,948,860

４　流動負債
　(1)   未払金
    イ　未払金 15,761,430
    ロ　未払消費税 10,919,200 26,680,630
　(2)   前受金
    イ　営業前受金 33,972 33,972
　(3)   預り金
    イ　預り金 429,705 429,705
　(4)   企業債
    イ　企業債 130,619,564 130,619,564
　(5)   引当金
    イ　賞与引当金 3,264,000
    ロ　法定福利費引当金 586,000 3,850,000
      流動負債合計 161,613,871

５　繰延収益
　(1)   長期前受金
    イ　長期前受金 5,166,749,265
        長期前受金収益化累計額 2,206,535,748 2,960,213,517
      繰延収益合計 2,960,213,517
      負債合計 5,308,776,248

６　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 157,950,027 506,627,541
      資本金合計 506,627,541

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部

(6)



７　剰余金
　(1)   利益剰余金
    イ　当年度未処理欠損金 42,582,398 △ 42,582,398
      剰余金合計 △ 42,582,398
      資本合計 464,045,143
      負債資本合計 5,772,821,391

(7)



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 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 445,758 △ 218 445,540
２営業外費用 　　　　　　　 　　　　　 34,514 △ 218 34,296

２消費税 11,137 △ 218 10,919
消費税納付額 △ 218

消費税 11,137 △ 218 10,919 所要額 10,919
既定額 11,137
補正額 △ 218

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 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 229,455 3,000 232,455
１企業債 　　　　　　　 　　　　　 72,000 3,000 75,000

１企業債 72,000 3,000 75,000
企業債 3,000

企業債 72,000 3,000 75,000 予定額 75,000
既定額 72,000
補正額 3,000

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 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 356,787 3,000 359,787
１建設改良費 　　　　　　　 　　　　　 229,032 3,000 232,032

１施設改良費 226,020 3,000 229,020
鴨川導水管更新工事 2,778
消費税相当額 222
　合　計 3,000

工事請負費 171,812 3,000 174,812
所要額 174,812
既定額 171,812
補正額 3,000

(8)

支　　       　　　　出
　　説　　　　　　　明(千円）

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　       　　　　入
　　説　　　　　　　明(千円）

平成３０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


