
　収　入　収　入　収　入　収　入 10,011,253 千円10,011,253 千円10,011,253 千円10,011,253 千円 　支　出　支　出　支　出　支　出 8,950,979 千円8,950,979 千円8,950,979 千円8,950,979 千円（税　抜（税　抜（税　抜（税　抜 9,536,905 千円9,536,905 千円9,536,905 千円9,536,905 千円 ）））） （税　抜（税　抜（税　抜（税　抜 8,539,106 千円8,539,106 千円8,539,106 千円8,539,106 千円 ））））　原水浄水及び送水費　原水浄水及び送水費　原水浄水及び送水費　原水浄水及び送水費 2,236,1442,236,1442,236,1442,236,144人人人人 件件件件 費費費費 324,991324,991324,991324,991　配　　水　　収　　益　配　　水　　収　　益　配　　水　　収　　益　配　　水　　収　　益 9,958,7489,958,7489,958,7489,958,748 委委委委 託託託託 料料料料 530,816530,816530,816530,816有収水量　75,645,924有収水量　75,645,924有収水量　75,645,924有収水量　75,645,924㎥㎥㎥㎥ 修修修修 繕繕繕繕 費費費費 366,968366,968366,968366,968動動動動 力力力力 費費費費 318,324318,324318,324318,324薬薬薬薬 品品品品 費費費費 214,907214,907214,907214,907負負負負 担担担担 金金金金 390,286390,286390,286390,286　受 託 工 事 収 益　受 託 工 事 収 益　受 託 工 事 収 益　受 託 工 事 収 益 179179179179 そそそそ のののの 他他他他 89,85289,85289,85289,852　受　託　工　事　費　受　託　工　事　費　受　託　工　事　費　受　託　工　事　費 179179179179　総　　 係 　　費　総　　 係 　　費　総　　 係 　　費　総　　 係 　　費 196,337196,337196,337196,337人人人人 件件件件 費費費費 110,909110,909110,909110,909そそそそ のののの 他他他他 85,42885,42885,42885,428　減　価　償　却　費　減　価　償　却　費　減　価　償　却　費　減　価　償　却　費 4,760,1544,760,1544,760,1544,760,154有有有有形形形形固固固固定定定定資資資資産産産産減減減減価価価価償償償償却却却却費費費費 3,986,6243,986,6243,986,6243,986,624無無無無形形形形固固固固定定定定資資資資産産産産減減減減価価価価償償償償却却却却費費費費 773,530773,530773,530773,530　資　産　減　耗　費　資　産　減　耗　費　資　産　減　耗　費　資　産　減　耗　費 119,724119,724119,724119,724　支　 払　 利　 息　支　 払　 利　 息　支　 払　 利　 息　支　 払　 利　 息 1,191,8991,191,8991,191,8991,191,899　消費税及び地方消費税等　消費税及び地方消費税等　消費税及び地方消費税等　消費税及び地方消費税等 325,112325,112325,112325,112過年度損益修正損過年度損益修正損過年度損益修正損過年度損益修正損 121,430121,430121,430121,430合合合合 計計計計 10,011,25310,011,25310,011,25310,011,253 合合合合 計計計計 8,950,9798,950,9798,950,9798,950,979　当年度純利益　当年度純利益　当年度純利益　当年度純利益 997,799 千円 997,799 千円 997,799 千円 997,799 千円 　前年度からの繰越利益剰余金　前年度からの繰越利益剰余金　前年度からの繰越利益剰余金　前年度からの繰越利益剰余金 8,589 千円 8,589 千円 8,589 千円 8,589 千円 　当年度未処分利益剰余金　当年度未処分利益剰余金　当年度未処分利益剰余金　当年度未処分利益剰余金 1,006,388 千円 1,006,388 千円 1,006,388 千円 1,006,388 千円 　剰余金処分　剰余金処分　剰余金処分　剰余金処分 1,000,000 千円 1,000,000 千円 1,000,000 千円 1,000,000 千円 6,388 千円 6,388 千円 6,388 千円 6,388 千円 減 債 積 立 金減 債 積 立 金減 債 積 立 金減 債 積 立 金翌年度繰越利益剰余金翌年度繰越利益剰余金翌年度繰越利益剰余金翌年度繰越利益剰余金

　収　益　的　支　出　（千円）　収　益　的　支　出　（千円）　収　益　的　支　出　（千円）　収　益　的　支　出　（千円）
営営営営　　　　　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　　　　　費費費費　　　　　　　　　　　　用用用用
営営営営業業業業外外外外費費費費用用用用特 別特 別特 別特 別損 失損 失損 失損 失

48,23648,23648,23648,236営営営営　　　　業業業業　　　　外外外外　　　　収収収収　　　　益益益益 　雑　　収　　益　雑　　収　　益　雑　　収　　益　雑　　収　　益 4,0904,0904,0904,090
　受取利息及び配当金　受取利息及び配当金　受取利息及び配当金　受取利息及び配当金

平成２５年度県営水道事業決算概要平成２５年度県営水道事業決算概要平成２５年度県営水道事業決算概要平成２５年度県営水道事業決算概要

   ＜収益的収入及び支出＞   ＜収益的収入及び支出＞   ＜収益的収入及び支出＞   ＜収益的収入及び支出＞

　収　益　的　収　入　（千円）　収　益　的　収　入　（千円）　収　益　的　収　入　（千円）　収　益　的　収　入　（千円）営営営営　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　収収収収　　　　　　　　益益益益

配水収益配水収益配水収益配水収益99.4%99.4%99.4%99.4%
受取利息及び受取利息及び受取利息及び受取利息及び配当金配当金配当金配当金 0.4%0.4%0.4%0.4% 消費税及び消費税及び消費税及び消費税及び地方消費税等地方消費税等地方消費税等地方消費税等3.6%3.6%3.6%3.6% 支払利息支払利息支払利息支払利息13.3%13.3%13.3%13.3% 原水浄水及び原水浄水及び原水浄水及び原水浄水及び送水費送水費送水費送水費 25.0%25.0%25.0%25.0% 総係費総係費総係費総係費2.1%2.1%2.1%2.1%減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費53.2%53.2%53.2%53.2%

資産減耗費資産減耗費資産減耗費資産減耗費1.3%1.3%1.3%1.3%雑収益雑収益雑収益雑収益 0.1%0.1%0.1%0.1% 特別損失特別損失特別損失特別損失 1.4%1.4%1.4%1.4%受託工事収益受託工事収益受託工事収益受託工事収益 0.1%0.1%0.1%0.1% 受託工事費受託工事費受託工事費受託工事費0.1%0.1%0.1%0.1%

----    5555    ----



平成２５年度県営水道事業決算概要平成２５年度県営水道事業決算概要平成２５年度県営水道事業決算概要平成２５年度県営水道事業決算概要

＜資本的収入及び支出＞＜資本的収入及び支出＞＜資本的収入及び支出＞＜資本的収入及び支出＞　　　　資　本　的　収　入 （千円）　　　　資　本　的　収　入 （千円）　　　　資　本　的　収　入 （千円）　　　　資　本　的　収　入 （千円） 　　資　本　的　支　出 （千円）　　資　本　的　支　出 （千円）　　資　本　的　支　出 （千円）　　資　本　的　支　出 （千円）　地方公共団体金融機構資金　地方公共団体金融機構資金　地方公共団体金融機構資金　地方公共団体金融機構資金 136,100136,100136,100136,100 　用水供給施設建設費　用水供給施設建設費　用水供給施設建設費　用水供給施設建設費　財政融資資金　財政融資資金　財政融資資金　財政融資資金 738,900738,900738,900738,900 取取取取 水水水水 設設設設 備備備備 22,78522,78522,78522,785浄浄浄浄 水水水水 設設設設 備備備備 532,838532,838532,838532,838計計計計 875,000875,000875,000875,000 送送送送 水水水水 設設設設 備備備備 651,458651,458651,458651,458　一般会計からの出資金　一般会計からの出資金　一般会計からの出資金　一般会計からの出資金 127,800127,800127,800127,800 測測測測 量量量量 及及及及 びびびび 試試試試 験験験験 費費費費 33,22833,22833,22833,228　水道広域化施設整備費　水道広域化施設整備費　水道広域化施設整備費　水道広域化施設整備費 161,570161,570161,570161,570 補補補補 償償償償 補補補補 填填填填 及及及及 びびびび 賠賠賠賠 償償償償 金金金金 1,1581,1581,1581,158  ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能強化等事業費  ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能強化等事業費  ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能強化等事業費  ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能強化等事業費 19,03019,03019,03019,030 業業業業 務務務務 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費 22,90122,90122,90122,901事事事事 務務務務 費費費費 189,137189,137189,137189,137　　　　　計　　　　　計　　　　　計　　　　　計 180,600180,600180,600180,600 　　人　 件 　費　　人　 件 　費　　人　 件 　費　　人　 件 　費 158,893158,893158,893158,893　雑　　　　　　入　雑　　　　　　入　雑　　　　　　入　雑　　　　　　入 18181818 　　そ　 の 　他　　そ　 の 　他　　そ　 の 　他　　そ　 の 　他 30,24430,24430,24430,244
6,232,3666,232,3666,232,3666,232,366

減　 債　 積　 立　 金減　 債　 積　 立　 金減　 債　 積　 立　 金減　 債　 積　 立　 金 2,120,0002,120,0002,120,0002,120,000損 益 勘 定 留 保 資 金損 益 勘 定 留 保 資 金損 益 勘 定 留 保 資 金損 益 勘 定 留 保 資 金 4,050,9084,050,9084,050,9084,050,908 22,93622,93622,93622,936(C)(C)(C)(C) 　　　　　計　　　　　計　　　　　計　　　　　計 6,232,3666,232,3666,232,3666,232,366合　　　計合　　　計合　　　計合　　　計 合　   　計合　   　計合　   　計合　   　計(　(A) + (C)  )(　(A) + (C)  )(　(A) + (C)  )(　(A) + (C)  ) (B)(B)(B)(B)

建建建建　　　　　　　　　　　　設設設設　　　　　　　　　　　　改改改改　　　　　　　　　　　　良良良良　　　　　　　　　　　　費費費費
国国国国庫庫庫庫等等等等支支支支出出出出金金金金

1,183,4181,183,4181,183,4181,183,418
61,45861,45861,45861,458

計計計計
補補補補    填填填填    財財財財    源源源源

消費税等資本的収支調整額消費税等資本的収支調整額消費税等資本的収支調整額消費税等資本的収支調整額
当当当当 年年年年 度度度度 資資資資 本本本本 的的的的 収収収収 支支支支 不不不不 足足足足 額額額額(　(B) - (A) )(　(B) - (A) )(　(B) - (A) )(　(B) - (A) )

以　上　計　(A)以　上　計　(A)以　上　計　(A)以　上　計　(A)

7,415,7847,415,7847,415,7847,415,7847,415,7847,415,7847,415,7847,415,784

1,453,5051,453,5051,453,5051,453,505
企企企企 業業業業 債債債債 償償償償 還還還還 金金金金 5,939,3435,939,3435,939,3435,939,343
国国国国 庫庫庫庫 補補補補 助助助助 金金金金 等等等等 返返返返 還還還還 金金金金

企企企企　　　　業業業業　　　　債債債債

- 6 -- 6 -- 6 -- 6 -



平成２５年度県営水道の資産等の状況平成２５年度県営水道の資産等の状況平成２５年度県営水道の資産等の状況平成２５年度県営水道の資産等の状況（平成２６年３月３１日現在　単位：百万円）（平成２６年３月３１日現在　単位：百万円）（平成２６年３月３１日現在　単位：百万円）（平成２６年３月３１日現在　単位：百万円）土土土土 地地地地 6,6736,6736,6736,673有有有有 建建建建 物物物物 5,1805,1805,1805,180 負負負負形形形形固固固固 固固固固 債債債債 未未未未 払払払払 金金金金 969969969969資資資資 定定定定 機機機機 械械械械 及及及及 びびびび 装装装装 置置置置 19,61519,61519,61519,615 未未未未 払払払払 費費費費 用用用用 44444444定定定定 資資資資 車車車車 両両両両 運運運運 搬搬搬搬 具具具具 9999 8,6718,6718,6718,671 そそそそのののの他他他他流流流流動動動動負負負負債債債債 8888産産産産 工工工工具具具具器器器器具具具具及及及及びびびび備備備備品品品品 78787878資資資資 120,853120,853120,853120,853 建建建建 設設設設 仮仮仮仮 勘勘勘勘 定定定定 1,6581,6581,6581,658産産産産 資資資資 企企企企 業業業業 債債債債 48,24848,24848,24848,24853,41953,41953,41953,419 114,375114,375114,375114,375 政政政政 府府府府 資資資資 金金金金 18,18718,18718,18718,187産産産産 174,305174,305174,305174,305 機機機機 構構構構 資資資資 金金金金 24,28424,28424,28424,284投投投投資資資資 縁縁縁縁 故故故故 資資資資 金金金金 5,7775,7775,7775,777191,433191,433191,433191,433 33333333 国国国国 庫庫庫庫 補補補補 助助助助 金金金金 59,90759,90759,90759,907預　　　　　　　　　金預　　　　　　　　　金預　　　　　　　　　金預　　　　　　　　　金 16,39616,39616,39616,396 本本本本 剰剰剰剰 受受受受贈贈贈贈財財財財産産産産評評評評価価価価額額額額 25252525流流流流 余余余余 寄寄寄寄 付付付付 金金金金 751751751751動動動動 182,762182,762182,762182,762 金金金金 62,09162,09162,09162,091 工工工工 事事事事 負負負負 担担担担 金金金金 1,4081,4081,4081,408資資資資 貯　　　　蔵　　　　品貯　　　　蔵　　　　品貯　　　　蔵　　　　品貯　　　　蔵　　　　品 46464646 減減減減 債債債債 積積積積 立立立立 金金金金 1,8901,8901,8901,890産産産産 68,38768,38768,38768,387 経経経経営営営営安安安安定定定定化化化化積積積積立立立立金金金金 3,4003,4003,4003,40017,12817,12817,12817,128 6,2966,2966,2966,296 未未未未処処処処分分分分利利利利益益益益剰剰剰剰余余余余金金金金 1,0061,0061,0061,006　合　　計　合　　計　合　　計　合　　計 191,433191,433191,433191,433 百万円百万円百万円百万円 　合　　計　合　　計　合　　計　合　　計 191,433191,433191,433191,433 百万円百万円百万円百万円平成２４年度末平成２４年度末平成２４年度末平成２４年度末平成２５年度末増加額平成２５年度末増加額平成２５年度末増加額平成２５年度末増加額

未　　　　収　　　　金未　　　　収　　　　金未　　　　収　　　　金未　　　　収　　　　金

無無無無形形形形固固固固定定定定資資資資産産産産 施施施施 設設設設 利利利利 用用用用 権権権権 4,9924,9924,9924,992
ダダダダ ムムムム 使使使使 用用用用 権権権権
出出出出 資資資資 金金金金

前　　　　払　　　　金前　　　　払　　　　金前　　　　払　　　　金前　　　　払　　　　金
629629629629

48,42748,42748,42748,427
33333333

57575757

引引引引 当当当当 金金金金 7,6507,6507,6507,650

48,24848,24848,24848,248
17,36217,36217,36217,362組組組組 入入入入 資資資資 本本本本 金金金金 48,76548,76548,76548,765出出出出 資資資資 金金金金

利利利利益益益益剰剰剰剰余余余余金金金金
196,537百万円196,537百万円196,537百万円196,537百万円

構構構構 築築築築 物物物物 7,6507,6507,6507,650流流流流動動動動負負負負債債債債1,0211,0211,0211,021
借借借借入入入入資資資資本本本本金金金金

固固固固定定定定負負負負債債債債
資資資資　　　　　　　　　　　　本本本本　　　　　　　　　　　　金金金金

87,64087,64087,64087,640

-5,104-5,104-5,104-5,104

資資資資本本本本剰剰剰剰余余余余金金金金

自自自自己己己己資資資資本本本本金金金金66,12766,12766,12766,127

資　　産　　の　　部資　　産　　の　　部資　　産　　の　　部資　　産　　の　　部 負 債 及 び 資 本 の 部負 債 及 び 資 本 の 部負 債 及 び 資 本 の 部負 債 及 び 資 本 の 部

地方公共団体金融

- 7 -- 7 -- 7 -- 7 -


