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　議　案　 第　６　号

　　（総　　　則）
　第１条　平成３１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３１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
    (ロ)固定資産購入事業 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 132,024千円は、当年度分消費税資本的収支

　　調整額 12,061千円、 当年度分損益勘定留保資金119,963千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131,780千円は、当年度分消費税資本的収支調整額9,772千円､当年度分損益勘定留保資金103,529千円、減債積立金

    18,479千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。

12,093

平　成　３１　年　度　八　丈　町　水　道　事　業　会　計　補　正　予　算

支　  　　　　　　　出
460,263
432,397

327,764

27,050 563 27,613

収　　　　　　　　　入
490,324 △ 1,089 489,235

（水-1）

477,714 △ 17,451

210,725 △ 1,089 209,636

450,411 △ 18,014



　　　 （　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３項  国庫支出金 千円 千円 千円
　　　第４項  都支出金 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。

令和　２　年 ３ 月 ４ 日　

    提 出 者   八 丈 町 長   山 下  奉 也

352,427

左の償還の方法
に同じ

合 計 137,000

137,000 △ 32,000 105,000

支　  　　　　　　　出
483,047 △ 12,570

水道施設整
備事業

137,000 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

105,000 左の起債の
方法に同じ

351,023 △ 12,326 338,697
収　　　　　　　　　入

（水-2）

8,174 133 8,307
177,503 19,541 197,044

△ 12,570 339,857
470,477

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

合 計 105,000



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 　　　　　　 　　　　　　　　　 490,324 △ 1,089 489,235
２営業外収益 　　　　　　　　　 210,725 △ 1,089 209,636

３長期前受金戻入 165,496 △ 1,089 164,407 長期前受金戻入を減額

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 　　　　　　 　　　　　　　　　 477,714 △ 17,451 460,263
１営業費用 　　　　　　　　　 450,411 △ 18,014 432,397

６減価償却費 270,777 △ 1,709 269,068 有形固定資産減価償却費を減額
７資産減耗費 30,000 △ 16,305 13,695 固定資産除却費を減額

２営業外費用 　　　　　　　　　 27,050 563 27,613
２消費税 5,067 563 5,630 消費税納付額を増額

款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円）

１資本的収入 　　　　　　 　　　　　　　　　 351,023 △ 12,326 338,697
　　　　　　　　 １企業債 　　　　　　　　　 137,000 △ 32,000 105,000
　　　　　　　　 １企業債 137,000 △ 32,000 105,000 水道施設整備企業債を減額
　　　　　　　　 ３国庫支出金 　　　　　　　　　 8,174 133 8,307
　　　　　　　　 １国庫補助金 8,174 133 8,307 上水道整備国庫補助金を増額
　　　　　　　　 ４都支出金 　　　　　　　　　 177,503 19,541 197,044

１都補助金 177,503 19,541 197,044 上水道整備都補助金を増額

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 　　　　　　 　　　　　　　　　 483,047 △ 12,570 470,477
　　　　　　　　 １建設改良費 　　　　　　　　　 352,427 △ 12,570 339,857
　　　　　　　　 １施設改良費 334,009 △ 6,245 327,764 上水道施設整備のための支出を減額
　　　　　　　　 ２固定資産購入費 18,418 △ 6,325 12,093 固定資産購入のための支出を減額

平　成　３１　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

支　　　　　  出
　　　備　　　　　　考　　　

収　　　　　入
　　　備　　　　　　考　　　

（水-3）

収　　　　　入
　　　備　　　　　　考　　　



　

　

（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） 19,345
　　　減価償却費 269,068
　　　資産減耗費 13,695
　　　長期前受金戻入額 △ 164,407
　　　資本費繰入収益額 △ 14,827
　　　引当金の増減額（△は減少） 337
　　　受取利息及び受取配当金 0
　　　支払利息 21,983
　　　未収金の増減額（△は増加） 630
　　　未払金の増減額（△は減少） △ 21,394
　　　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 124,430
　　　利息及び配当金の受取額 0
　　　利息の支払 △ 21,983
　　　業務活動によるキャッシュ･フロー 102,447

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 △ 310,257
　　　国庫補助金等による収入 186,759
　　　一般会計からの繰入金による収入 12,283
　　　投資活動によるキャッシュ･フロー △ 111,215

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 105,000
　　　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 △ 130,620
　　　企業債の償還等に充てるための補助金等による収入 14,827
　　　財務活動によるキャッシュ･フロー △ 10,793

　　資金に係る換算差額
　　資金増加額（又は減少額） △ 19,561
　　資金期首残高 167,926
　　資金期末残高 148,365

（水-4）

平成３１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)
（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで)



（単位 ： 円）

１　固定資産
  (1)   有形固定資産
    イ  土地 89,682,893 89,682,893
    ロ　建物 198,980,836
         減価償却累計額 108,693,711 90,287,125
    ハ  構築物 8,133,468,358
         減価償却累計額 3,720,102,638 4,413,365,720
    ニ  機械及び装置 1,545,192,640
         減価償却累計額 746,829,674 798,362,966
    ホ  車両及び運搬具 9,080,762
         減価償却累計額 4,724,152 4,356,610
    ヘ  工具器具及び備品 3,467,349
         減価償却累計額 1,172,800 2,294,549
    ト   建設仮勘定 112,037,067

112,037,067
      有形固定資産合計 5,510,386,930
  (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 0 1,584,000
      無形固定資産合計 1,584,000
      固定資産合計                     　 5,511,970,930

２　流動資産
　(1)   現金・預金
    イ  現金 148,325,050
    ロ  小口資金 40,000 148,365,050
　(2)   未収金
    イ  未収金 8,620,352
         貸倒引当金 534,455 8,085,897
　(3)   貯蔵品
    イ  原材料 1,200,280
    ロ　薬品 562,560 1,762,840
      流動資産合計 158,213,787
      資産合計 5,670,184,717

平 成 ３１ 年 度 八 丈 町 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表
（令和２年３月３１日）

資 　産 　の 　部

（水-5）



３　固定負債
　(1)   引当金
    イ　修繕引当金 31,312,000
    ロ　退職給付引当金 12,487,000 43,799,000
　(2)   企業債
    イ　企業債 2,101,609,016 2,101,609,016
      固定負債合計 2,145,408,016

４　流動負債
　(1)   未払金
    イ　未払金 12,832,303
    ロ　未払消費税 5,630,200 18,462,503
　(2)   前受金
    イ　営業前受金 33,972 33,972
　(3)   預り金
    イ　預り金 136,358 136,358
　(4)   企業債
    イ　企業債 132,155,037 132,155,037
　(5)   引当金
    イ　賞与引当金 2,318,000
    ロ　法定福利費引当金 435,000 2,753,000
      流動負債合計 153,540,870

５　繰延収益
　(1)   長期前受金
    イ　長期前受金 5,186,119,579
        長期前受金収益化累計額 2,302,572,178 2,883,547,401
      繰延収益合計 2,883,547,401
      負債合計 5,182,496,287

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 25,650,000 348,677,514
      資本金合計 348,677,514

（水-6）

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部



７　剰余金
　(1)   資本剰余金
    イ　補助金 7,968,000
       資本剰余金合計 7,968,000
　(2)   利益剰余金
    イ　減債積立金 62,521,000
    ロ　当年度未処分利益剰余金 68,521,916
　　　利益剰余金合計 131,042,916
      剰余金合計 139,010,916
      資本合計 487,688,430
      負債資本合計 5,670,184,717

（水-7）



款 項 目 節 既決予定額（千円）補正予定額（千円） 計（千円）

１水道事業収益 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 490,324 △ 1,089 489,235
２営業外収益 　　　　　　　 　　　　　 210,725 △ 1,089 209,636

３長期前受金戻入 165,496 △ 1,089 164,407
長期前受金戻入 △ 1,089

長期前受金戻入 165,496 △ 1,089 164,407 予定額 164,407
既定額 165,496
補正額 △ 1,089

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 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 477,714 △ 17,451 460,263
１営業費用 　　　　　　　 　　　　　 450,411 △ 18,014 432,397

６減価償却費 270,777 △ 1,709 269,068
有形固定資産減価償却費 △ 1,709

有形固定資産 270,737 △ 1,709 269,028 所要額 269,028
減価償却費 既定額 270,737

補正額 △ 1,709
７資産減耗費 30,000 △ 16,305 13,695

固定資産除却費 △ 16,305

固定資産除却費 30,000 △ 16,305 13,695 所要額 13,695
既定額 30,000
補正額 △ 16,305

２営業外費用 　　　　　　　 　　　　　 27,050 563 27,613
２消費税 5,067 563 5,630

消費税納付額 563

消費税 5,067 563 5,630 所要額 5,630
既定額 5,067
補正額 563

（水-8）

平成３１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）



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 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 351,023 △ 12,326 338,697
１企業債 　　　　　　　 　　　　　 137,000 △ 32,000 105,000

１企業債 137,000 △ 32,000 105,000
水道施設整備企業債 △ 32,000

企業債 137,000 △ 32,000 105,000 予定額 105,000
既定額 137,000
補正額 △ 32,000

３国庫支出金 　　　　　　　 　　　　　 8,174 133 8,307
１国庫補助金 8,174 133 8,307

国庫補助金 133

国庫補助金 8,174 133 8,307 予定額 8,307
既定額 8,174
補正額 133

４都支出金 　　　　　　　 　　　　　 177,503 19,541 197,044
１都補助金 177,503 19,541 197,044

都補助金 19,541

都補助金 177,503 19,541 197,044 予定額 197,044
既定額 177,503
補正額 19,541

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 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 483,047 △ 12,570 470,477
１建設改良費 　　　　　　　 　　　　　 352,427 △ 12,570 339,857

１施設改良費 334,009 △ 6,245 327,764
職員管外旅費 △ 123
消費税相当額 △ 12
　合　計 △ 135

旅費 753 △ 135 618
所要額 618
既定額 753
補正額 △ 135

支　　       　　　　出
　　説　　　　　　　明(千円）

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　       　　　　入
　　説　　　　　　　明(千円）

（水-9）



款 項 目 節 既決予定額（千円）補正予定額（千円） 計（千円）

備消品 △ 425
消費税相当額 △ 38
　合　計 △ 463

備消品費 1,223 △ 463 760
所要額 760
既定額 1,223
補正額 △ 463

工事設計委託 △ 5,134
消費税相当額 △ 513
　合　計 △ 5,647

委託料 77,048 △ 5,647 71,401
所要額 71,401
既定額 77,048
補正額 △ 5,647

２固定資産購入費 18,418 △ 6,325 12,093
固定資産購入 △ 6,325

固定資産購入費 18,418 △ 6,325 12,093 所要額 12,093
既定額 18,418
補正額 △ 6,325

（水-10）

　　説　　　　　　　明(千円）


