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モンドセレクション３年連続最高金賞受賞　四日市のおいしい天然水　「泗水の里」

令和３年度 四日市市水道の決算
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登　場　人　物

たいしくん

こにゅうどうくん

　１９９７年生まれの永遠の６歳児。

　四日市市の小学校に通う３年生の男の子。

　算数がすごく得意で社会見学で水道施設を見学し

て、四日市市の水道に興味を持った。

お父さんは、大四日市祭りのスターの大入道（お

四日市市の水道についていろいろ教えるよ。

　新聞にのっていた水道事業の決算について、こに

にゅうどう）さん。

ゅうどうくんに教えてもらいに来た。



〇 決算って？

〇 令和３年度の決算はどうだったの？

収益的収支

【収入】 単位：円（税込）

【支出】 単位：円（税込）

　さっそく、令和３年度の四日市市水道事業の決算を見てみましょう。

　「一緒に令和３年度１年間に四日市市の水道事業に

使われたお金の出入りを見てみよう！

　１．決算ってなぁに？

　決算とは、１年間に入ってきたお金（収入）と出て

いったお金（支出）を計算し、利益や損失をまとめた

数字を「決算書」として確定させることだよ。

　こにゅうどうくん、昨日、令和３年度の水道事業の

決算が新聞に載っていたけど、決算ってどういうもの

なの？

主なもの

水道料金、給水分担金　など

長期前受金戻入　など

過年度損益修正益　など

区　分 決　算　額

7,602,317,387営業収益

6,691,107,314 人件費、委託料、減価償却費　など

営業外収益

特別利益

551,675,551

1,934,019

収入合計 8,155,926,957

区　分 決　算　額 主なもの

営業費用

支出合計 7,065,878,141

営業外費用 370,329,156 支払利息　など

特別損失 4,441,671 過年度損益修正損　など

収支差引額 1,090,048,816
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資本的収支

【収入】 単位：円（税込）

【支出】 単位：円（税込）

【用語説明】

区　分 決　算　額 主なもの

企業債 500,000,000 建設改良事業に伴う借入金

工事負担金 431,430,060 下水道工事等に伴う移設工事負担金

その他 23,983,300 消火栓新設負担金　など

収入合計 955,413,360

償還金 1,023,844,638 企業債償還金

区　分 決　算　額 主なもの

建設改良費 3,061,456,279 人件費、工事請負費、委託料　など

支出合計 4,085,300,917

収支差引額 △ 3,129,887,557

に対して、約40億9千万円の支出があった

よ。不足している約31億3千万円については、

貯金を取り崩したりしてやりくりしたんだよ。

収益的収支

　令和３年度の水道事業の決算は、日々の経済

活動に必要なお金（収益的収支）を見ると、約

81億6千万円の収入に対して約70億7千万円

の支出があったよ。

　一方、施設を建設したり、借金を返済したり

するお金（資本的収支）は約9億6千万円の収入

維持管理に係るお金

建設投資に係るお金

資産取得財源である国庫補助金等を年度ごとに収益化したもの

新しく取水施設や配水管を建設するために借りるお金

資本的収支

長期前受金戻入

企業債
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　令和３年度の水道事業のうち、まずは入ってきたお金（収入）を見てみよう。

があるんだね。

　次のページで、たいしくんがイメージしやすいように、僕のおうちの家計簿に例えてみ

みよう！

入ってきたお金の中身

　２．家計簿にたとえると
～収入ってどんなものがあるの？～　　

長期前受金戻入

内　　　容

水道料金

他会計からの負担金

企業債の借入

割　合 （％）金　　額　（円）

7,148,536,828 64.1%

889,950,419 8.0%

500,000,000 4.5%

348,605,901 3.1%給水分担金　等

　水道事業は、みんなが納めている水道料金を主な収入源として経営することにな

224,247,169 2.0%

2,039,838,741 18.3%

合　　　　　　計 11,151,179,058 100.0%

補てん財源　

っているよ。入ってきたお金のうち、水道料金は約６割を占めているね。

　他の収入を見てみると、他会計からの負担金や企業債の借入などいろいろな種類の収入
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前のページで見た１年間に入ってきたお金を１年間の家計簿に置き換えてみたよ。

本業の給料 （水道料金）

親戚でのバイト代 （他会計からの負担金）

ローンの借入 （企業債の借入）

その他の収入 （給水分担金　等）

（帳簿上の収入：長期前受金戻入）

貯金の取り崩し （補てん財源）

※国税庁の令和２年度民間給与実態統計調査を参考（平均給与額 4,331千円）に各金額を1650

分の1にしました。

4,332,447 64.1%

539,364 8.0%

内　　　容 金　　額　（円） 割　合 （％）

303,030 4.5%

やりくりできてるね。

　出ていく分のお金の約７割は、給料やバイト代などの自前のお金で

211,276 3.1%

135,907 2.0%

1,236,266 18.3%

合　　　　　　計 6,758,290 100.0%

こにゅうどうくんの家の家計簿（収入）

　でも、ローンを借りたり貯金を取り崩す金額も多いね。なんでかなぁ？

　これは、水道管を敷いたり、取水施設を作ったりするのには、たく

を借りたりして、長期間で平準化しているんだよ。

さんお金が必要だよね。また、造った施設は長期間使うことから、ローン

給料 433
バイト代 54

ローン借入金 30

その他の収入 21

帳簿上の収入 14
貯金の取り崩し 124

単位：万円
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　入ってくるお金（収入）の内容を見たところで、次はどんなことにお金を使ってい

るか（支出）を見てみよう。

うちの家計簿に例えてみよう！

　使われたお金のうち維持管理費に使われたお金が一番多いけど、建設

改良費や減価償却費、企業債の償還・支払利息で使ったお金を合わせる

と半分以上を超えるね。でも、なんだか難しそうな言葉ばかりでイメー

ジしづらいよね。それぞれの支出がどういうものなのか、また、僕のお

合　　　　　　計 11,151,179,058 100.0%

　１年間で１００億円を超えるお金が使われているんだね。

　２．家計簿にたとえると
～お金はどんなことに使っているの？～　　

内　　　容 金　　額　（円） 割　合 （％）

維持管理費 5,017,887,042 45.0%

企業債の償還・支払利息 1,239,416,758 11.1%

使ったお金の中身

建設改良費 3,061,456,279 27.5%

減価償却費等　 1,832,418,979 16.4%
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前のページで見た１年間で出ていったお金を２年間の家計簿に置き換えてみたよ。

生活費 （維持管理費）

家の新築や改築・家事購入費 （建設改良費）

家や家財の価値減少分 （減価償却費等）

ローンの返済 （企業債の償還・支払利息）

※国税庁の令和２年度民間給与実態統計調査を参考（平均給与額 4,331千円）に各金額を1650

分の1にしました。

こにゅうどうくんの家の家計簿（支出）

合　　　　　　計 6,758,290 100.0%

751,161 11.1%

　完成した施設を使う僕たちも平等に負担するため、建てる時にお金を借りて、何年もか

けて返済することで、不公平にならないようにしているんだよ。

　最後に「ローンの返済」があるね。これは今まで水道管を敷いたり、施設を建てたりし

た時に借りたお金を毎年返済しているものなんだよ。こういった施設を建てるのにはたく

さんのお金が必要になるんだけれど、一度、建ててしまえば数十年に渡って使うことがで

きるよね。それなのに建てたお金を当時の人たちだけで負担させるのは不公平だよね。

内　　　容

入した車が1年後の価値が９０万円になった場合、その１年間の価値の減少分１０万円の

ことなんだよ。

金　　額　（円） 割　合 （％）

なった水道管を新しく設置し直したりしているお金なんだよ。

　次に、「家の家財の価値減少分」が約６分の１あるね。これは例えば、１００万円で購

3,041,144 45.0%

1,855,428 27.5%

1,110,557 16.4%

　「家の新築や改築・家財購入費」が出ていくお金の約４分の１を占めているね。これは

市民のみんなに安全でおいしいお水を届けるために、水道管や施設を耐震化したり、古く

生活費

304

家の新改築・家財購入費

186

家・家財の価値減

111

ローンの返済

75

単位：万円
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維持管理費

減価償却費

支払利息

りたお金の利息のことです。

　３．私たちが支払った料金は何に使われているの？

　施設を整備するために借

　水道管や取水施設などの

運転管理や保守点検などに

係る費用のことです。

　水道施設の１年間の価値

減少分のことです。

　ぼくたちが支払った水道料金は何に使われているのかなぁ？

　みんなが支払ってくれた水道料金は、安全な水道水を製造す

る施設の維持管理のために使われたり、施設の整備のために使

われているんだよ。

１㎥あたりの水道料金の使いみち

維持管理費

122.05円

（67%）

減価償却費等

53.71円

（29%）

支払利息

7.20円

（4%）

供給単価

182.96円/㎥

(税抜）
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るんだよ。

る部分が７割を占めていて、残りの３割は水道施設を建設するのに必要な

お金なんだ。

　ぼくたちが飲んでいる水道水を造るのに、どれくらいかかる

のかなぁ？

　四日市市の水道水を１㎥（１トン）製造するには、１７３．３９円かか

　４．水道水を造るのにどれくらいかかるの？

　水道水を製造するための費用は大きく分けて、「維持管理費」、「減価

償却費」、「支払利息」の３つに分けられるよ。このうち維持管理費に係

水道水１㎥あたりの製造費用

維持管理費

122.05円

（70.4%）

減価償却費等

45.27円

（26.1%）

支払利息

6.07円

（4%）

給水原価

173.39円/㎥

(税抜）
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Ｑ１　四日市の水はどんな水なの？

Ｑ２　三重県の水をなぜ買わなければいけないの？

の？

Ｑ３　四日市市のお水はおいしいの？

下水以外にも、三重県の水を買うことによって、渇水や断水などの影響を減

らすようにして、生活に必要な水がなくならないにようにしているんだよ。

　四日市市の地下水を汲み上げた水道水（原水）は、遊離炭酸っていう自然

の炭酸が含まれているんだ。そのおかげで口あたりが柔らかくておいしいん

だよ。

　四日市市のお水はおいしいの？

　四日市市のお水はどんなお水なの？川の水をくみ上げてるの？

　四日市市の水道水は、水道水の原料となる原水の約６割について鈴鹿山麓

からの自然の恵みである地下水を水源としてるんだよ。残りの４割は、三重

県企業庁から水道水を買っているんだよ。

　水道水を安定してみんなのお家に届けるために、四日市市で汲み上げる地

　四日市市の地下水があるのに、なぜ、三重県のお水を買わなきゃいけない

コラム① 知ってほしい四日市のおいしい水道水
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Ｑ４　四日市市のお水は安全なの？

Ｑ５　四日市市のお水は安いの？

で売っているミネラルウォーターのサイズ（２ℓ）にすると約０．３円にな

るだよ。市販のミネラルウォーターが約１００円～１５０円くらいだから、

かなりお得だよね。

　しかも、水道水をマイボトル等に入れて利用することで、余分なペットボ

トルが減って環境にも優しくなるから、一挙両得だよね。

　例えば、毎日２ℓの飲料水をミネラルウォーターから水道水に替えたら、

１年間で３万円以上もお得になるんだよ。

　ちなみに、市販のミネラルウォーターの水質基準項目は食品衛生法に基づ

く４７項目なんだよ。

　四日市市の水道水は、高い安全性があると言えるね。

　四日市市のお水は、市販の水に比べて安いの？

　四日市市の水道水は、１㎥（１トン）あたり１８２．９６円だから、市販

　四日市市のお水は安全なお水なの？

　四日市市の水道水は、水道法で定められている水質基準項目５１項目に加

えて、基準項目以外の３０項目を加えた８１項目の水質検査を実施している

んだよ。
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Ｑ１　泗水の里ってなぁに？

Ｑ２　なんで泗水の里っていう名前なの？

Ｑ３　泗水の里の品質はどうなの？

　四日市のおいしい天然水「泗水の里」ってなぁに？

　四日市のおいしい天然水「泗水の里」（以下　泗水の里）は、市内尾平町

にある水源管理センターの敷地内にある水道水用の井戸のひとつ「三滝３号

井」の地下水を委託製造により加熱殺菌・ろ過してペットボトルにした天然

　なんで泗水の里って名前なの？

の“泗水の里”とは、一説によると、この土地に水質が良くて水量が豊かな

四つの井戸があったと言われてたんだ。

のミネラルそのままの「ナチュラル･ミネラル･ウォーター（天然水）」だよ。

　泗水の里は、国際品質評価機関であるモンドセレクションのビール、飲料

水、ソフトドリンク部門に出品して、優秀品質最高金賞（グランドゴールド

　泗水の里の品質はどうなの？

メダル）を３年連続（２０２０年、２０２１年、２０２２年）で受賞してい

　かつて四日市が“泗水の里”とも呼ばれていたことにちなんでいるよ。こ

　その一つとされる井戸が市内北町の建福寺境内に現存しているよ。

るんだよ。

コラム② 四日市のおいしい天然水「泗水の里」
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Ｑ４　泗水の里はおいしい飲料水なの？

【成分表】

【成分の説明】

適量であれば甘みを感じるが、多すぎると重たく感じる

少なければ甘みを感じるが、多すぎると苦み、渋みが強くなる

多いと塩味を感じ、少ないと甘みを感じる

多いと塩味を感じ、少ないと甘みを感じる

硬度

要件（軟水）は1L当たり10～100mgとされています。

Ｑ５　泗水の里はどこで買えるの？

　泗水の里はどこで買えるのかなあ？

　泗水の里は、上下水道局１階お客様センター収納窓口、四日市市総合会館

（地階）売店、じばさん三重など販売しているよ。

　また、令和３年度から一部の市内スーパーマーケットでも販売開始したよ。

53㎎/ℓ 304㎎/ℓ

カルシウム

… 硬度の低い水は癖がなくあっさりした飲み口になり、日本人にとってのおいしい水の

40.3㎎/ℓ 40.4㎎/ℓ

…

硬度

…

…

…

1.68㎎

0.46㎎ -

Ｃ社製品

1.3㎎

0.35㎎

0.55㎎

0.07㎎

Ｄ社製品

8.0㎎

有機物や臭気はきわめて少ないことなどがあげられているんだ。

いるし、遊離炭酸も含んでいることからおいしい飲料水と言えるよ。

カルシウム

マグネシウム

Ａ社製品

1.1㎎

0.55㎎

泗水の里 Ｂ社製品

0.71㎎

0.55㎎

　泗水の里はおいしいの？

　厚生労働省が発足させた「おいしい水研究会」が示したおいしい水の要件

では、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、炭酸ガスなどを適度に含み、

　下の成分表を見てもらうとわかるけど、それぞれの成分が十分に含まれて

カリウム

ナトリウム

マグネシウム

1.1㎎

2.6㎎

0.7㎎1.1㎎

0.46㎎

ナトリウム

カリウム

47㎎/ℓ

0.26㎎

1.02㎎

0.24㎎
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１．営業収益　（A）

２．営業費用　（B）

３．営業外収益　（D）

４．営業費用　（E）

５．特別利益　（G）

６．特別損失　（H）

れるのか、見てみよう。

るのかなぁ？

　この８．５億円の黒字がどのように使わ

　純　利　益　（I)　（（F）+（G）-（H）） 854,359,866

　令和３年度の水道事業は８．５億円の黒字

だったんだね。

　でも、この８．５億円の黒字はどう使われ

　経　常　利　益　（F)　（（C）+（D）-（E）） 856,483,861

1,934,019

4,058,014

291,008,100

支払利息（企業債利息） 215,572,120

雑支出 75,435,980

　営　業　利　益　（C)　（（A）-（B））

543,414,226

長期前受金戻入 224,247,169

下水道使用料等事務負担金（他会計からの負担金） 171,934,000

その他 147,233,057

604,077,735

維持管理費 4,500,309,689

減価償却費・資産減耗費 1,832,418,979

6,332,728,668

【損益計算書 （税抜）】

6,936,806,403

6,498,669,844

242,275,740

195,860,819

給水収益

受託工事収益

その他

　５．水道事業の経営成績はどうなの？
～黒字なの？ 赤字なの？～　　

　企業が1年間にどれだけ利益を上げたか明らかにするものとして「損益計算書」が

あるんだよ。これを僕たちが見ている令和３年度の水道事業会計決算に当てはめると、

四日市市水道事業会計における令和３年度の経営成績を表すものになるんだよ。
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(単位：億円）

減価償却費等

減債積立金（※２）

資本的消費税等

合計

減債積立金へ

(※1) 長期前受金戻入は現金収入のない収益のため、減価償却費から控除して補てん財源を算出します。

(※2） 減債積立金は毎年度事業で生じた利益を、条例又は議決でもって翌年度の企業債償還の財源として積立

てたもの。

(※３） 建設改良積立金は毎年度事業で生じた利益を、条例又は議決でもって翌年度以降の建設投資の財源とし

て積立てたもの。

  長期前受金

戻入（※1）

2.2

給水収益等

72.6

経費

48.0

減価償却費等

16.1

（18.3）

企業債

工事負担金等

9.6

資金不足額

31.3建設改良積立金（※３）

9.2

2.3

31.3

　６．利益はどのように使われるの？

収益的収入

（税抜）

40.9

資本的収入

（税込）

資本的支出

（税込）

9.6

　企業経営で得た黒字（利益）が、どのように使われているのか。見てみましょう。

収益的支出

（税抜）

74.8 66.3

償還金

10.3

資金不足額

31.3

7.9

なるってことだね。

や設備などの建設投資や借入金の返済のお金に

　企業活動で得た黒字（利益）は、新たな施設

　企業経営（収益的収支）で得た利益は、借入金（企業債）

の返済の財源や将来への建設投資（資本的収支）の資金不足

を補填する財源として使われているんだ。

8.5

〈不足額を補填する財源〉

11.9

純利益　8.5

建設改良費

30.6

長期前受金

戻入分
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　７．借金はどれくらいあるの？

　「家計簿にたとえると　～お金はどんなことに使っているの？」（P5.6）で、「企業債の償還

　ここでは、１年間に返済する金額ではなく、「企業債の残高＝ローン残高」、つまり借金がい

くら残っているかを見てみましょう。

＝ローンの返済」と紹介しましたが,これは令和３年度に返済した金額です。

企業債残　 　　　 　（億円）

１人当たりの借金（千円/人）

127 122

43 41 39

H30年度末 R1年度末

　借金の残高は年々減少しているね。５年前の平成２９年

度末に比べて約１９億円も減少してるよ。

R3年度末

117

38

R2年度末

133

H29年度末

136

44

だから、1人当たりの借金は約３万８千円になるね。

　５年前の平成２９年度末の１人当たりの借金が約４万

４千円だから、５年前より約６千円減っているね。

　四日市市では、借入の金額を返済の金額以内に抑えるこ

とによって、企業債（借金）の残高を毎年減らすようにし

ているんだよ。

　市民１人当たりの借金は、令和3年度末の給水人口が、

３０９，３０６人で企業債（借金）の残高が約１１７億円

136

133

127

122

117

44 43
41

39
38

0
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35

40

45

100

105

110

115

120

125

130

135

140

H29年度末 H30年度末 R1年度末 R2年度末 R3年度末

水道事業の企業債残高推移

企業債残高 1人当たりの借金

（単位：億円） （単位：千円/人）
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作られるよ。

【貸借対照表（税抜）】 (単位：千円）

負　債　合　計（③＋④＋⑤） 19,707,035 19,863,060 △ 156,025

 引当金 62,493 63,024 △ 531

 長期前受金 5,764,909 5,521,993 242,916

繰延収益合計（⑤） 5,764,909 5,521,993 242,916

 その他流動負債 82,205 77,048 5,157

流動負債合計（④） 2,326,429 2,220,117 106,312

 企業債 1,040,722 1,023,845 16,877

 未払金 1,141,009 1,056,200 84,809

固定負債合計（③） 11,615,697 12,120,950 △ 505,253

 企業債 10,626,725 11,167,447 △ 540,722

 引当金 988,972 953,503 35,469

負債の部

名　　称 令和３年度末残高 令和２年度末残高 増　　減

流動資産合計（②） 4,295,934 5,576,856 △ 1,280,922

資　産　合　計（①＋②） 47,511,437 46,813,102 698,335

1,979,257

 現金預金

 未収金

 前払金

2,949,593 4,201,841 △ 1,252,248

994,817 1,107,295 △ 112,478

278,196 195,480 82,716

 貯蔵品 73,328 72,240

 無形固定資産

 投資

41,232,452

固定資産合計（①） 43,215,503 41,236,246

3,794 △ 32

0 996,620

3,762

996,620

982,66942,215,121

　８．水道事業の財産はどれくらいあるの？

　企業の一定の時点における当該企業が保有する財産を表すものとして「貸借対照表」がありま

す。これを令和３年度四日市市下水道事業決算に当てはめると、「令和４年３月３１日時点の四

日市市の下水道事業における財政状況を表すもの」になります。

　貸借対照表は、「資産」「負債」「資本」の３つで内容を示しているよ。

「資産－負債＝資本」という関係性から「資産＝負債＋資本」という表が

名　　称

 有形固定資産

資産の部

令和３年度末残高 令和２年度末残高 増　　減

1,088
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【貸借対照表の用語説明】

資　本　合　計（③＋④＋⑤） 27,804,402 26,950,042 854,360

固定資産のうち物理的な形態を持ち、１年を超える長期にわたり利

負債資本合計
（③＋④＋⑤＋⑥＋⑦）

47,511,437 46,813,102 698,335

資

　

　

　

　

　

産

継続的に使用する、あるいは長期的に投資するなどの目的から長期
固定資産

保有する資産のことです。

現金および営業活動により短期間（通常，一年以内）に現金化でき
流動資産

る預金や未収金などの資産のことです。

用される事業用の資産のことです。土地や建物、機械設備などがあ

り、土地以外の有形固定資産は減価償却の対象となります。

有形固定資産

固定資産のうち企業が長期に利用する資産で、借地権や電話加入権、

特許権・商標権など、主に目に見えない権利資産のことです。四日

市市においては、三重県が管理している北勢広域水道の施設利用権
無形固定資産

がこれにあたります。

剰余金合計（⑦） 3,830,524 3,987,621 △ 157,097

 利益剰余金 3,734,004 3,891,101 △ 157,097

資本金合計（⑥） 23,973,878 22,962,421 1,011,457

 資本剰余金 96,520 96,520 0

 自己資本金 23,973,878 22,962,421 1,011,457

資本の部

名　　称 令和３年度末残高 令和２年度末残高 増　　減

翌年以降において費用又は損失の可能性が高い場合に、費用又は損

失額を見積もって計上する科目のことです。

特定の契約により債務が発生しているにもかかわらず未だ支払いが

終わっていないもののことです。

負債のうち、１年以内に支払い義務が発生しないものを固定負債、

１年以内に支払い義務が発生するものを流動負債と言います。

投資

固定資産のうち企業が利益を得るために、外部に資金を貸出してい

る資金や関連団体への出資金のことです。四日市市においては、保

有目的有価証券である国債がこれにあたります。

未収金

企業がその経営活動の過程において、外部に対して用役や財産等を

提供したこと等によって生じる金銭の債権（お金を払ってもらう権

利）。主に水道料金などがこれにあたります。

前払金 物品の購入、工事の請負等に際して前払いしたお金のことです。

固定負債

流動負債

負債とは、会計上における「債務」を負った状態を言います。この

企業債

引当金

未払金

負

　

　

　

債

借金のこと。１年以内に返済予定の額を流動負債に、それ以降に返

済予定のものを固定負債に区分されます。
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　なかなか貸借対照表の数字をみても、わかりずらいね。

次のページでは、指標を使って財政状況を見てみよう。

　貸借対照表は、「何にお金を投資したのか（資産）」、「ど

うやってお金を集めたのか（負債）（資本）」を表しているん

だよ。

　令和３年度の水道事業は、前年度に比べて財産（資産）を

７億円増加しているけど、その財源は借金（負債）は減少して

いるから、企業努力によって生み出した利益（資本）でもって

財産を増やしたということだね。

　でも、財産は増えているけど、財政状況はどうなんだろう？

利益剰余金 企業の営業活動（３条の取引）によって獲得した利益のことです。

資

　

　

　

本

自己資本金

企業開始時に一般会計から引き継いだ資本金である「固有資本金」

と企業開始後に自らの経営努力によって生み出した利益剰余金を議

会の議決でもって資本に組入れた「組入資本金」があり、合わせて

自己資本金と言います。

資本剰余金

資本取引（４条の取引）によって企業内に留保された剰余金のこと

など。

です。（例）土地などの非償却資産の取得に充てた補助金や寄付金

負

債
長期前受金

償却資産の取得に伴う財源である国庫補助金や工事負担金などを負

債として計上したものです。減価償却費見合い分を、順次収益化し

ます。（P14参照）
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①　自己資本構成比率・・・経営の健全性、安全性の指標

　

　同格都市や全国の平均より少し低いけど、前年

度（69.4％）より１％以上良化しているだよ。

　また、企業会計は建設投資の財源の多くを企業

債によって調達していることから、低くなる傾向

にあるんだ。

重要です。

　９．水道事業の財政状態はどうなの？

　企業の財政状態（経営状態）を分析するため、いくつかの指標を使って、四日市市の水道事業

の財政状態を見てみましょう。

　財政状態の長期的な安全性の見方として、その事業の資本構成がどのようになっているかが

　健全性は同格都市や全国の平均に比べて少しだけ低

いみたいだね。健全性が悪いってことなの？

四日市市

（令和３年度決算値）

70.7%

同格都市平均

（令和２年度決算値）

72.4%

全国平均

（令和２年度決算値）

72.4%

※同格都市平均：給水人口 30万人以上の都市の平均値（以下同じ）

= 70.7
47,511,437,140

×100

×100

　自己資本構成比率は総資本（負債と資本）に占める資本金等の割合で高ければ高いほど、企

業の財政状態は良好であると判断できます。

負債資本合計

資本金+剰余金+繰延収益
自己資本構成比率 =

=
23,973,877,747＋3,830,524,164＋5,764,909,165

　より一層の事業経営の安定化を図るためには、

経営努力による資本金の造成が必要だね。
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②　流動比率・・・負債に対する支払能力の指標

（令和３年度決算値） （令和２年度決算値） （令和２年度決算値）

184.7% 239.5% 260.3%

２２７．５％になり、同格都市と同じくらいになるよ。

2,326,428,725
×100 = 184.7

四日市市 同格都市平均 全国平均

=
4,295,933,667

×100
流動負債

　財政状態の短期的な安全性の見方として、短期債務の支払い能力を見ることが重要です。

　流動比率は１年以内に支払い義務が生じる負債（流動負債）に対して、１年以内に現金化す

ることが可能な資産（流動資産）をどれだけ保有しているかを示す指標で、流動資産が100％

以上あれば、短期債務返済能力は十分にあるものと判断できます。

　もし、現金のままであったとするならば、流動比率は、

　流動比率が同格都市や全国よりも低くなっているのは、令

和３年度に１０年国債を購入したからなんだ。

　流動資産の現金が固定資産の投資に変わったことによって、

流動資産が減少し流動比率が低下したんだ。

　支払能力については、基準としている１００％は超え

ているけど、同格都市や全国の平均に比べると大きく劣

っているね。なんでなんだろう？

流動資産
流動比率 =
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③　固定比率・・・固定資産にかかる費用の支払能力と安全性の指標

（参考）固定資産対長期資本比率

（令和３年度決算値） （令和２年度決算値） （令和２年度決算値）

95.6%

四日市市 同格都市平均 全国平均

×100 = 128.7
23,973,877,747＋3,830,524,164＋5,764,909,165

　公営企業は莫大な設備投資の資金の多くを企業債に依存

していることから必然的に固定比率は高くなってしまうん

だ。そのため、分母に固定負債を加えた「固定資産対長期

固定比率 =
固定資産

×100
資本金+剰余金+繰延収益

=
43,215,503,473

資本比率」という長期の資金の調達で、固定資産を賄えて

いるかを表す指標かあり、合わせて安全性を判断するよ。

んでなんだろう？

　基準とされている１００％を大きく超えているんね。な

128.7% 123.5% 122.1%

四日市市 同格都市平均 全国平均

（令和３年度決算値） （令和２年度決算値） （令和２年度決算値）

　建物や機械は減価償却で毎年費用化しなければなりません。また、維持するための修理費用

や買い替えの費用も掛かります。そのため、固定資産にかかる費用を長期的に支払える能力が

あるか見極める必要があります。

　固定比率は、資本に対する固定資産の割合を言い、固定資産がどの程度、自己資本で賄われ

ているかを見る指標です。固定比率が低ければ低いほど安全性が高く、１００％以下に抑える

と良好であると判断できます。
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安
全
性

長期的な安全性を見る指標で高
いほど、財政状態は良い。

固定比率（％） 128.74 126.99 123.48
固定資産にかかる費用の支払能
力と安全性の指標で100％以下
が望ましい。

流動比率（％）★ 184.66 251.20 239.45
短期債務に対する支払能力の指
標で100％以上あるのが望まし
い。

自己資本構成比率（％）
★

70.66 69.37 72.39

生
産
性

職員１人当たり営業収益
（千円／人）

88,086
74,678

（91,183)
68,756

職員１人当たり給水収益
（千円／人）★

85,509
72,206

（88,710）
65,844

損益勘定職員(維持管理部門の
職員）１人当たりの営業収益を
示す指標で高いほど良い。

職員１人当たり有収水量
（㎥／人）

467,375
431,125

（486,868）
407,690

損益勘定職員１人当たりの有収
水を示す指標で高いほど良い。

損益勘定職員１人当たりの使用
料収入を示す指標で高いほど良
い。

項　　目
視
点

経常収支比率（％）★

総収支比率（％）

収
益
性

112.59

113.86
（115.47）

112.62

経常支出が経常収益でどの程度
賄われているかを示す指標で高
いほど良い。

総費用が総収益でどの程度賄わ
れているかを示す指標で100％
を割ると赤字となる。

　１０．他都市と比べてどうなの？

　先ほど、財政状態を分析するため、いくつかの指標を使って経営の健全性や安全性などを見て

みました。ここでは色々な指標を使いながら多くの視点から他の同格都市と比べてみましょう。

112.93

112.89

四日市市
同格都市
平　　均 説　　明

Ｒ２年度Ｒ３年度 Ｒ２年度

113.90
（115.51）

　なお、同格都市平均とは、給水人口が３０万人以上の５０都市の平均値としています。
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※ 四日市市の令和２年度については、６ヶ月間の基本料金無料化を実施したため、無料化を実施しなかった場合の復元値を括弧

書きで示しています。

がら、問題点を見つけて今後の経

営に生かす必要があるね。

説　　明

Ｒ３年度 Ｒ２年度 Ｒ２年度

料金回収率（％） 105.52
86.48

（107.51）
105.07

視
点

項　　目
四日市市

同格都市
平　　均

給水する水量と料金として収入
のあった水量との比率を示す指
標で高いほど良い。

給水費用が水道料金でどの程度
賄われているかを示す指標で、
100％以上あることが望まし
い。

　四日市市特有の状況を踏まえな

　いろいろな指標を使って比べることで、他都市より良好なと

ころや劣っているところが分かりやすいね。

効
率
性

有収率（％）★ 90.47
79.62

（89.92）
91.93

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

（１）経常収支比率

（収益率）

（２）流動比率

（安全性（短期））

（３）自己資本構成比率

（安全性（長期））

（４）職員1人当たり

給水収益

（生産性）

（５）有収率

（効率性）

主な指標による比較

R3

R2

R2（復元値）

同格都市

※各視点の主な指標（★印）について同格都市平均を50.00として比較
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（参考）同格都市４９団体（四日市市以外）

鹿児島県鹿児島市、沖縄県那覇市

香川県香川広域水道企業団、愛媛県松山市、高知県高知市、長崎県長崎市、大分県大分市、宮崎県宮崎市、

栃木県宇都宮市、群馬県前橋市、群馬県高崎市、群馬県群馬東部水道企業団、埼玉県川越市、

埼玉県川口市、埼玉県所沢市、埼玉県越谷・松伏水道企業団、千葉県、千葉県柏市、

千葉県かずさ水道広域連合企業団、神奈川県、神奈川県横須賀市、富山県富山市、

石川県金沢市、岐阜県岐阜市、愛知県豊橋市、愛知県岡崎市、愛知県一宮市、愛知県春日井市、

愛知県豊田市、愛知中部水道企業団、滋賀県大津市、大阪府豊中市、大阪府吹田市、

大阪府高槻市、大阪府枚方市、大阪府東大阪市、兵庫県姫路市、兵庫県尼崎市、兵庫県明石市、

兵庫県西宮市、奈良県奈良市、和歌山県和歌山市、岡山県倉敷市、広島県福山市、

北海道旭川市、青森県八戸圏域水道企業団、秋田県秋田市、福島県郡山市、福島県いわき市、
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①給水人口、給水戸数、給水栓数

②配水量及び有収水量

合計 39,264,237 40,066,902

△ 74,849 2,928,518 2,368,305 560,213

ると、なんと約81,800杯分もの水量にもなるんだよ。

　四日市市の１年間で、みんなのお家に送っている水の量

（配水量）は、たいし君の小学校の２５ｍプールに換算す

3,227,274 3,301,632 △ 74,358 2,911,987 2,300,659 611,328

3,368,253 3,471,630 △ 103,377 2,963,327 2,977,832 △ 14,505

3,332,606 △ 115,812 2,982,896 3,054,467

2,888,097 2,899,305 △ 11,208

3,208,256 3,287,174 △ 78,918 3,011,508 2,404,822 606,686

△ 71,571

用
途
別
内
訳

一 般 用

公 衆 浴 場 用

臨 時 用

船 舶 用

５月

６月

3,287,630 3,326,742

3,226,888 3,262,666

3,248,004

年度

月別

配水量

△ 39,112

△ 35,778

3,221,818 △ 26,186

134,102 1,732

5 5 0

4 △ 1

16 17 △ 1

135,834

3

　１１．業務の実績はどうなの？

令和４年３月末

戸

栓

310,577 △ 1,271

154,142 1,896.0

134,128 1,730

　最後になりますが、令和３年度の四日市市水道事業の業務の実績を見てみましょう。

項　　目

309,306

156,038

135,858

人

給 水 栓 数

給 水 戸 数

給 水 人 口

令和３年３月末 増　　減

有収水量

令和３年度 令和２年度 増減 令和３年度 令和２年度 増減

７月

８月

59,557 2,984,639 2,302,232 682,407

△ 156,996 3,037,067 2,322,083 714,984

４月

2,954,996 2,974,145 △ 19,149

2,977,922 2,327,740 650,182

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

3,405,351 3,345,794

3,377,497 3,534,493

3,352,354 3,427,203

3,448,418

　年間の配水量約４，０００万㎥って、すごい量だね。

　全然、想像ができないよ。

△ 802,665 35,520,475 31,903,243 3,617,232

2,993,165 3,064,194 △ 71,029 3,029,543 3,077,669 △ 48,126

3,263,145 3,348,952 △ 85,807 2,849,975 2,893,984 △ 44,009
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