
  （総  則）

　（収益的収入及び支出）

第２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。

（既決予定額） （補正予定額） （計）

第１款　下水道事業費用 1,550,891 千円 6,000 千円 1,556,891 千円

　第１項　営業費用 1,387,110 千円 6,000 千円 1,393,110 千円

上記地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

八幡浜市長 大 城 一 郎

専決第１９号

第１条　令和２年度八幡浜市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

令和２年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算（第１号）

（科目）

支　　　　出

令和 ２年 ８月 ５日



収益的収入及び支出

支    出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

１ 下水道事業費用 1,550,891 6,000 1,556,891

１ 営業費用 1,387,110 6,000 1,393,110

１ 管渠費 19,156 6,000 25,156

令和２年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算実施計画



（１）業務活動によるキャッシュ・フロー （２）投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失） 218,009 千円 固定資産の取得による支出 △ 295,472 千円

減価償却費 898,576 千円 国庫補助金等による収入 124,106 千円

引当金の増減額（△は減少） 26,400 千円 一般会計等からの繰入金による収入 107,220 千円

長期前受金戻入額 △ 314,781 千円 負担金による収入 2,165 千円

支払利息 126,807 千円 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 61,981 千円

受取利息及び配当金 1 千円

未収金の増減額（△は増加） △ 44,273 千円 （３）財務活動によるキャッシュ・フロー

未払金の増減額（△は減少） 11,590 千円 企業債による収入 203,300 千円

小計 922,329 千円 企業債の償還による支出 △ 957,817 千円

利息の支払額 △ 126,807 千円 他会計からの出資による収入 19,943 千円

利息及び配当金の受取額 △ 1 千円 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 734,574 千円

業務活動によるキャッシュ・フロー 795,521 千円

資金増加額（又は減少額） △ 1,034 千円

資金期首残高 1,791 千円

資金期末残高 757 千円

令和２年度八幡浜市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）



（単位：千円）

イ　土地 1,224,884
ロ　建物 2,421,752
　　減価償却累計額 △ 1,750,914 670,838
ハ　構築物 33,262,475
　　減価償却累計額 △ 16,359,784 16,902,691
ニ　機械及び装置 10,243,569
　　減価償却累計額 △ 6,936,580 3,306,989
ホ　車両運搬具 4,758
　　減価償却累計額 △ 4,520 238
ヘ　工具器具及び備品 12,774
　　減価償却累計額 △ 9,596 3,178
ト　建設仮勘定 1,989
　有形固定資産計 22,110,807

　無形固定資産計 0 0
固定資産合計 22,110,807

757
145,483

　　　　貸倒引当金 △ 1,572 143,911
（３）その他流動資産 0

流動資産合計 144,668
資産合計 22,255,475

令和２年度 八幡浜市下水道事業予定貸借対照表

（令和３年３月３１日）

資産の部
１　固定資産
（１）有形固定資産

（２）無形固定資産

２　流動資産
（１）現金預金
（２）未収金



イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 5,462,312
ロ　その他の企業債 1,665,553
企業債計 7,127,865

（２）退職給付引当金 79,742
固定負債合計 7,207,607

イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 700,993
ロ　その他の企業債 258,238
企業債計 959,231

53,593
（４）引当金

イ　賞与引当金 5,739
ロ　法定福利費引当金 1,101 6,840

（５）その他流動負債 0
流動負債合計 1,019,664

イ　受贈財産評価額 137,799
ロ　国庫補助金 14,129,607
ハ　県補助金 487,111
ニ　他会計補助金 245,806
ホ　受益者負担金 481,452
ヘ　浄化槽分担金 3,422
ト　工事負担金 1
長期前受金合計 15,485,198

（２）長期前受金収益化累計額
イ　受贈財産評価額 △ 74,831
ロ　国庫補助金 △ 7,581,758
ハ　県補助金 △ 283,394
ニ　他会計補助金 △ 85,177
ホ　受益者負担金 △ 242,387
長期前受金収益化累計額合計 △ 8,267,547 7,217,651
負債合計 15,444,922

負債の部
３　固定負債
（１）企業債

（１）長期前受金

４　流動負債
（１）企業債

（３）未払金

５　繰延収益



（１）固有資本金 5,716,719
（２）繰入資本金 50,786

資本金合計 5,767,505 5,767,505

イ　国庫補助金 460,395
ロ　県補助金 0
資本剰余金計 460,395

（２）利益剰余金
イ　当年度未処分利益剰余金 582,653
ロ　繰越欠損金年度末残高 0
利益剰余金合計 582,653
剰余金合計 1,043,048
資本合計 6,810,553
負債・資本合計 22,255,475

６　資本金
資本の部

７　剰余金
（１）資本剰余金



(単位：千円)

1 1,550,891 6,000 1,556,891
1 1,387,110 6,000 1,393,110

1 19,156 6,000 25,156
18 委託料 6,400 6,000 12,400

支　　出

款　　　項　　　目 節

八幡浜処理区10-0雨水幹線調査清掃業務委託料

既決予定額

令和２年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算明細書
(１)収益的収入及び支出

補正予定額 計 説             明

下水道事業費用
営業費用

管渠費


