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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）

収支差引額 1,833,122,265

支出合計 13,717,109,783

営業外費用 1,371,451,312 支払利息　など

特別損失 35,670,823 過年度損益修正損　など

12,309,987,648 人件費、委託料、減価償却費　など

営業外収益

特別利益

5,675,705,439

31,630,214

収入合計 15,550,232,048

区　分 決　算　額 主なもの

営業費用

主なもの

下水道使用料、他会計負担金　など

他会計補助金、長期前受金戻入　など

過年度損益修正益　など

区　分 決　算　額

9,842,896,395営業収益

　「みんなで一緒に令和３年度１年間に四日市市の下

水道事業に使われたお金の出入りを見てみよう！

　さっそく、令和３年度の四日市市下水道事

業を見てみよう。

　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です。
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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】

国庫補助金

維持管理に係るお金　詳細はP12のコラムを参照

建設投資に係るお金　詳細はP12のコラムを参照

雨水からみんなの財産を守るために一般会計（税金）からもらうお金

一般会計（税金）からもらうお金

P14のコラムを参照

新しくポンプ場や下水管を建設するために借りるお金

新しくポンプ場や下水管を建設するために国からもらうお金

他会計補助金
汚水事業を行うための整備費用等で、下水道使用料で賄いきれない部分を

資本的収支

他会計負担金

長期前受金戻入

企業債

入に対して、約130億６千万円の支出があった

よ。不足している約68億4千万円については、

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年度の下水道事業の決算は、日々の経

済活動に必要なお金（収益的収支）を見ると、

約155億5千万円の収入に対して約137億2千

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62億2千万円の収

支出合計 13,056,022,504

収支差引額 △ 6,836,302,218

償還金 5,366,144,249 企業債償還金

区　分 決　算　額 主なもの

建設改良費 7,689,878,255 人件費、工事請負費、委託料　など

その他 263,659,901 他会計補助金　など

収入合計 6,219,720,286

企業債 3,469,800,000 建設改良事業に伴う借入金

国庫補助金 2,486,260,385 建設改良事業に伴う国庫補助金

区　分 決　算　額 主なもの
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　令和３年度の下水道事業のうち、まずは入ってきたお金（収入）を見てみましょう。

728,691,621 2.7%

企業債の借入

受益者負担金・水路使用料　等

　下水道事業は、みんなが納めている下水道使用料を主な収入源として経営することにな

3,910,018,650 14.6%

5,003,179,953 18.7%

13.0%

合　　　　　　計 26,773,132,287 100.0%

　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　（P14びコラム②参照）

内　　　容

下水道使用料

一般会計繰入金

国庫補助金

割　合 （％）金　　額　（円）

5,246,281,678 19.6%

5,928,900,000 22.1%

2,486,260,385 9.3%

3,469,800,000

補てん財源　（P13のコラム②参照）

っているんだ。ところが入ってきたお金のうち、下水道使用料は約５分の１しかないね。

　他の収入を見てみると、国からの補助金や四日市市の一般会計からの繰入金（税金）

などいろいろ種類の収入があるんだね。

　次のページで、みんながイメージしやすいように、こにゅうどうくんのおうちの家計簿

に例えてみよう！

入ってきたお金の中身

下水道使用料

20%

一般会計繰入金

22%

国庫補助金

9%
企業債

13%

受益者負担金・

水路使用料等

3%

長期前受金戻入

14%

補てん財源

19%
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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ましょう。

給料 （下水道使用料）

親からの援助金 （一般会計繰入金）

国からの援助金 （国庫補助金）

ローンの借入 （企業債の借入）

その他の収入 （受益者負担金・水路使用料　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1200

分の1にしました。

4,169,317 18.7%

合　　　　　　計 22,310,944 100.0%

　本当は出ていく分のお金は、自分の給料でやりくりするのが理想なんだけど、親か

らの援助やローンの借入、貯金の取り崩しに頼っているのが現状なんだね。

　これは、下水管を敷いたり、処理施設を作ったりするのに、たくさんお金を出して

投資していることや雨水の処理に係るお金は親からの援助や国からの援助でもって行

っていることが理由なんだよ。

607,243 2.7%

3,258,349 14.6%

2,071,884 9.3%

2,891,500 13.0%

こにゅうどうくんの家の家計簿（収入）

4,371,901 19.6%

4,940,750 22.1%

内　　　容 金　　額　（円） 割　合 （％）

給料

437

親からの援助

494

国からの援助, 

207

ローン借入金,

289

その他の収入

61

帳簿上の収入,

326

貯金の取り崩

し

417

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）

を見てみましょう。

％を占めていることが分かるね。これらのお金は、下水道管やポンプ場・処理場施設など

のハード面の建設費用にかかるお金なんだ。たくさんのお金が使われているね。

　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ね。それぞれの支出がどうい

うものなのか、また、こにゅうどうくんのおうちの家計簿に例えてみよう。

維持管理費 4,015,415,559 15.0%

企業債の償還・支払利息 6,514,030,407 24.3%

　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 （％）

建設改良費 7,689,878,255 28.7%

減価償却費等　（※P13のコラム②参照） 8,553,808,066 31.9%

合　　　　　　計 26,773,132,287 100.0%

　「建設改良費」、「減価償却費等」、「企業債の償還・支払利息」で使ったお金の86

使ったお金の中身

維持管理費

15.0%

建設改良費

28.7%

減価償却費等

31.9%

企業債の償還・

支払利息

24.3%
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前のページで見た１年間で出っていったお金を１年間の家計簿に置き換えてみましょう。

生活費 （維持管理費）

家の新築や改築・家財購入費 （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1200

分の1にしました。

は不公平だよね。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。

　「家の新築や改築・家財購入費」が出ていくお金の約３割を占めているね。これは四日

市市の下水道整備がまだ整備の途中だからなんだ。令和７年度末に市街化区域の汚水管整

備が完成するように頑張って整備しているよ。また、みんなの命や財産を雨などの災害か

ら守るための施設の整備も頑張っているんだよ。

　それから「ローンの返済」が４分の１を占めているね。これは今まで下水管を敷いたり

、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

こにゅうどうくんの家の家計簿（支出）

合　　　　　　計 22,310,944 100.0%

5,428,359 24.3%

3,346,180 15.0%

6,408,232 28.7%

7,128,173 31.9%

内　　　容 金　　額　（円） 割　合 （％）

生活費

334

家の新改築・家財購入

費

641家・家財の価

値減

713

ローンの返済

543

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．私たちが支払った使用料は何に使われているの？

　施設を整備するために借

　みんなが支払ってくれた使用料は、下

水道処理のために使われたり、下水道施

設の整備のために使われているんだね。

　下水道管や処理場施設な

どの運転管理や保守点検な

どに係る費用のことです。

　下水道施設の１年間の価

値減少分のことです。

１㎥あたりの下水道使用料の使いみち

維持管理費

83.23円

（44%）

減価償却費等

82.07円

（44%）

支払利息

21.64円

（12%）

使用料単価

186.94円/㎥

(税抜）
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よ。

　汚水をきれいに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。

　汚水１㎥をきれいにするのに214.79円かかっ

ているのに、みんなからもらっている下水道使

用料は186.94円だから、処理する費用を賄え

　不足している27.85円分は一般会計から繰入

　このうち維持管理費に係る部分は38.7％だけ

なんだ。残りの61.3％は下水道施設の建設する

のに必要なお金なんだよ。

ていないね。

金（税金）などから支援してもらっているんだ

　４．汚水をきれいにするのにどれくらいかかるの？

汚水１㎥あたりの処理費用

維持管理費

83.23円

（38.7％）

減価償却費等

104.11円

（48.5％）

支払利息

27.45円

（12.8％）

処理原価

214.79円/㎥

(税抜）
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Ｑ１　地方公営企業ってなぁに？

Ｑ２　地方公営企業の特徴なぁに？

んだよ。

　・どんなメリットがあるんだろう？

　・市役所が行っている会計との違いは何だろう？

「地方公営企業会計のなぁに」についてスイスイが説明するよ。

　下水道事業は、市役所が行っている会計（官公庁会計）と違って、

地方公営企業法を適用した地方公営企業会計になっているよ。

　・この地方公営企業法って何だろう？

体が経営する企業活動を総称して「地方公営企業」と言うよ。

　地方公共団体は、消防、教育、福祉等の一般的な行政活動だけで

なく、水の供給、公共交通通機関の整備、医療の提供等の住民生活

や地域の発展に不可欠なサービスを提供する様々な事業活動を行っ

ているんだよ。

　こうした一般的な行政活動以外の事業を行うために、地方公共団

及び、「住民の福祉の増進を目的として経営を行う。」という意味

の「公共の福祉」という２つのキーワードが地方公営企業の特徴な

　地方公営企業法第３条で、次のとおり謳われているよ。

　ここで「合理的・能率的に経営を行う。」という意味の「経済性」

第３条

　地方公営企業は、常に経済性を発揮するとともに、その本来の目的

である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

コラム① 地方公営企業会計ってなぁに？
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Ｑ３　「経済性」と「公共の福祉」の関係性はどうなの？

Ｑ４　公営企業会計と官公庁会計の違いはなぁに？

・現金の収入及び支出の有無に関わらず、経

理記帳 済活動の発生という事実に基づきその発生の

都度、記録・整理

・例えば、当年度の現金支出がそのまま ・例えば、減価償却費や引当金など現金を伴

当年度の費用となるため、正しい期間損 わないものも、毎事業年度に計上することで

益計算が不可能 、適切な期間損益計算が可能

単式簿記 複式簿記

・貨幣・財貨等の変動の一面のみを記録 ・ある経済価値の増加と、他の経済価値の減

少という二つの側面に注目し、変動を記録

・歳入、歳出区分のみでの予算・決算管理 ・収益的収支（３条）、資本的収支（４条）

に区分して予算・決算管理

・出納整理期間あり ・出納整理期間なし

・貸借対照表や損益計算書等の予算・決算書

類が必要

・現金の収入及び支出の事実に基づいて経

予

算

・

決

算

管

理

官公庁会計 公営企業会計

会

計

処

理

の

考

え

方

い市民サービスの提供につながるんだよ。

現金主義 発生主義

　企業会計と官公庁会計には次のような違いがあるんだよ。

　企業の経済性と公共の福祉は、矛盾する関係ではなくてむしろ、

企業の経済性を発揮し、健全な経営体質を維持することが、より良

企業の経済性
（健全な経営体質の維持）

公共の福祉
（より良い市民サービスの提供）
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Ｑ５　企業会計のメリットってなぁに？

①　経営状況の明確化

②　使用料の適正化

　発生主義、複式簿記で会計処理を行うことにより、１年間の現

金の出入りだけでなく、「資産」や「負債」などの現金の出入り

が伴わないものも含めて管理するよ。

　そのため従来の官公庁会計で見えづらかった「１年間における

経営成績が黒字なのか赤字なのか」などの経営状況を把握し分析

することができるようになるんだよ。

③　経営の自由度向上による経営の効率化とサービスの向上

　企業会計は、業務量の増加することによって、収益が増加する場

んだよ。

　公営企業では、使用料を決めるのに官公庁会計にはない減価償却

費などを含めて算定しているんだ。これによって、期間年度ごとに

発生する費用とその対価である使用料収益のバランスが適正である

かを客観的に分かりやすく市民に説明することができるようになる

合は、予算の弾力的な運用が認められているんだ。また資産の取得

や処分等についても、議会の議決を要しないんだよ。

これは経営の自由度が増すことによって、市民のニーズへの迅速な

対応が可能となり、経営の効率化とサービスが向上されるからなん

だよ。

④　適切な財産把握

　減価償却の考え方を導入していることで、資産の老朽化の状態を

正確に把握することができるんだ。更に更新費用の正確な試算もでき

きるようになるんだよ。

⑤　職員の経営意識の向上

　減価償却費を含めたコストとそれに対する収益、資産と負債の最

適化を意識することで、最小の経費で最大の効果の発揮を図る、経

営意識を持った人材の育成が期待されるんだよ。
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Ｑ１　収益的収支・資本的収支ってなぁ～に？

収益的収支 公営企業の一事業年度の経済活動に発生した全ての収入とそれに対応す

る全ての支出

資本的収支 公営企業の将来の経済活動に備えて行う建設改良費及び建設改良に係る

企業債償還金などの支出、並びにその財源となる収入

　

　

　

　 だよ。もう少し具体的に見てみよう。
　

処理場施設の建設のことだよ。一度整備された施設は、その後何十年と使用されることから

、これらの整備費用やその財源となるために借りた企業債収入やその償還金、国からの補助

金が将来のために使うお金＝資本的収支というイメージになるよね。

である減価償却費、それから下水道処理の対価である使用料収入などは現在のために使うお

金＝収益的収支というイメージになるよね。

・将来のために使うお金＝資本的収支

　ここで言う「将来」とは、１、2年後の「すぐ先」から、みんなの子供・孫の世代の「ず

　企業会計の言葉って独特で、聞きなれない言葉が多いね。是非ともみんな

　P10のQ４「公営企業会計と官公庁会計の違いはなぁに？」の中でも

出てきたけど、企業会計では、予算の編成は、予算の編成は「収益的収

支」と「資本的収支」の２本立ての予算編成となっているんだよ。

　この２つの言葉の意味は次のとおりだよ。

に知ってもらいたい、いくつかの言葉の意味を教えてもらおう。

・現在のために使うお金＝収益的収支

　みんなが使った汚水を下水道処理施設で処理するのは、今、生活している人々のためにす

ることだよね。そう考えると、維持管理費や1年間施設を使った事による資産価値の減少分

…

…

　みんなが分かりやすいイメージで言うと、収益的収支は、「現

在のために使うお金で、資本的収支は、「将来のために使うお金」

っと先」までを指しているんだ。この将来のために使うお金とは、例えば下水道管の布設や

コラム② 「企業会計の言葉」これってなぁに？
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Ｑ２　減価償却費ってなぁ～に？

　こういった資産の現在の価値を正確に把握するためにも、価値が減少した分を費用とし

て計上する必要があるんだ。この手続きを「減価償却」と呼び、その手続きによって計上

される費用を「減価償却費」と言うんだよ。

　例えば、100万円で購入した車が1年後の価値が90万円にな

った場合、その1年間の減価償却費は価値が減少した10万円に

なるってことだね。

Ｑ３　補てん財源ってなぁ～に？

債の償還が主な支出であり、支出が収入を上回ることが多くあるんだ。

　減価償却費や固定資産除却費などの支出は、資産価値の減少分

等を費用として計上しているもので、実際にお金は支出していな

いから、建設改良費や企業債の償還の財源として使うことができ

るってことだね。

　

却費などの支出によって内部に残る資金（内部留保資金）や純利益を原資としている減債積

立金や建設改良積立金など、資本的支出に充当するための積立金などがあるよ。

　減価償却費とは、時間がたつことによる建物や設備などの資産の価値

が減少した分の費用を計上するものだよ。

　みんなの分かりやすいイメージで言うと、100万円で買った新車を5年

後に売る時には、買った時の値段では売れなくて、経年して価値が落ち

た分を差し引いた価格になるよね。

　補てん財源とは、資本的収支予算において、収入額が支出額に対し

て不足することとなった場合に、その不足分を補う財源のことだよ。

　公営企業の予算制度は、収益的収支と資本的収支の2本立てなのは

先程説明したよね。そのうち、資本的収支予算は、建設改良費や企業

　しかし、実際に予算を執行する時に資金が不足しないように、予算を策定する段階にその

不足額について、資金的裏付けがあることを説明する必要があるんだ。

　この財源は、収益的収支予算のうち、現金の支出を伴っていない減価償却費や固定資産除

13



Ｑ４　長期前受金戻入ってなぁ～に？

そうだね。言葉で聞いてもイメージしにくいね。　　

じゃあ、具体的な例を挙げてイメージしてみよう。

　平成26年度の地方公営企業の会計基準の見直しに伴って、新たにで

う～ん、言葉で聞いてもよくわからないなぁ？

令和３年度に国庫補助金500万円、内部留保資金500万円を財源に1000万円の施設を建

設工事（耐用年数5年、残存価格0とする）を行った場合

きた収入の項目だよ。

　固定資産の取得に伴う財源として受けた国庫補助金や一般会計から

の負担金等について、「長期前受金」として負債に計上してうえで、

毎年度、減価償却見合い分を収益化する現金を伴わない収入なんだよ。

（例）

　この例題でいうと、この施設は耐用年数が5年だから、毎年5分の1ずつ資産

の価値が減少するから、その価値の減少分である減価償却費が毎年200万円発

生し費用計上することになるよ。

　一方、平成26年度の会計基準の見直しによって、資産取得の財源である国

庫補助金についても、減価償却費に対応して、毎年5分の1の100万円ずつ収

益化することになるんだ。

　この経理処理に伴って発生する収益を長期前受金戻入というんだよ。

100

減価償却費

長期前受金戻入

100

200

100

200

100

200

100

200 200 200

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度R３年度

200

200

200

200

100

100

100

100

100

固

定

資

産

長

期

前

受

金
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Ｑ５　損益計算書なぁ～に？

まり損失）ということになるんだ。

Ｑ６　貸借対照表ってなぁ～に？

　損益計算書とは、企業が1年間にどれだけ利益を上げたかを明らか

にするためのものだよ。ただ単に利益だけが示されているわけではな

告書のひとつだよ。

　企業の全ての財産を一度に見ることができて、事業を行うため

に「何にお金を投資したのか（資産）」、また「どうやってお金

を集めたのか（負債）、（資本）」をまとめた表だよ。

の後、減価償却費が費用として増加してくるんだ。

　収入から支出を差し引いたものがプラスなら黒字（つまり利益）、マイナスなら赤字（つ

損益計算書はいわゆる企業の1年間の成績表ということだね。

　貸借対照表とは、企業のプラスの財産（資産）とマイナスの財

産（負債）のバランスをまとめた表で、決算の際に作成される報

く、利益が出るまでの途中経過が示されているんだ。

　下水道使用料のような営業活動による収入だけでなく、現金預金を

銀行に預けていれば利息が、土地を売却すればその売却益が収入とし

て入ってくるんだ。

　一方、収入を上げるために、人件費や材料費が費用として掛かるし、施設を建設すればそ

15



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）

われるのか、見てみよう。

　５．下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」があります。こ

れを私たちが見ている令和３年度の下水道事業会計決算に当てはめると、四日市市下水道事業会

計における令和３年度の経営成績を表すものになります。

12,008,627,534

【損益計算書 （税抜）】

9,333,616,850

4,769,346,984

4,142,644,000

421,625,866

下水道使用料

他会計負担金（一般会計繰入金）

その他

　営　業　利　益　（C)　（（A）-（B））

5,633,229,855

他会計補助金（一般会計繰入金） 1,686,516,000

長期前受金戻入 3,910,018,650

その他 36,695,205

△ 2,675,010,684

維持管理費 3,454,819,468

減価償却費・資産減耗費 8,553,808,066

　経　常　利　益　（F)　（（C）+（D）-（E）） 1,461,306,340

31,630,214

35,191,931

1,496,912,831

支払利息（企業債利息） 1,147,886,158

雑支出 349,026,673

れるのかなぁ？

　この１４．５億円の黒字がどのように使

　純　利　益　（I)　（（F）+（G）-（H）） 1,457,744,623

　令和３年度の下水道事業は１４．５億円の

黒字だったんだね。

　でも、この１４．５億円の黒字はどう使わ

16



(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。

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。

　６．利益はどのように使われるの？

収益的収入

（税抜）

130.6

減価償却費等

15.6

（17.8）

資本的収入

（税込）

資本的支出

（税込）

62.2

16.2

3.8

68.4
償還金

53.7

資金不足額

68.4 企業債

国庫補助金等

62.2

資金不足額

68.4

14.6

〈不足額を補填する財源〉

　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。見てみしょう。

46.4

純利益　14.6

収益的支出

（税抜）

150.0 135.4

下水道使用料

等

110.9

  長期前受金

戻入（※1）

39.1

経費

49.9

建設改良費

76.9長期前受金

戻入分

△39.1
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円だから、1人当たりの借金は約30万１千円になるね。

　５年前の平成２９年度末の１人当たりの借金が約３２万

８千円だから、５年前より約２万７千円減っているね。

　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年度末の下水道処理区

内人口が249,091人で企業債（借金）の残高が約751億

　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41億円も減少してるよ。

R3年度末

751

301

R2年度末

781

H29年度末

792

328

　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）

777 770

320 316 310

H30年度末 R1年度末
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作られるよ。

【貸借対照表（税抜）】 (単位：千円）

　８．下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

 無形固定資産

 投資

222,955,781

固定資産合計（①） 228,857,768 230,141,323

7,181,528 △ 206,930

4,014 0

6,974,598

4,014

△ 1,076,625221,879,156

流動資産合計（②） 5,996,781 7,682,925 △ 1,686,144

資　産　合　計（①＋②） 234,854,549 237,824,248 △ 2,969,699

△ 1,283,555

 現金預金

 未収金

 前払金

4,384,156 5,867,929 △ 1,483,773

831,925 985,606 △ 153,681

780,700 829,390 △ 48,690

 企業債 69,873,694 71,595,300 △ 1,721,606

 引当金 1,368,893 1,376,171 △ 7,278

負債の部

名　　称 令和３年度末残高 令和２年度末残高 増　　減

 企業債 5,191,406 5,366,144 △ 174,738

 未払金 3,082,503 4,596,123 △ 1,513,620

固定負債合計（③） 71,242,587 72,971,471 △ 1,728,884

負　債　合　計（③＋④＋⑤） 170,017,406 174,496,334 △ 4,478,928

 引当金 48,993 52,837 △ 3,844

 長期前受金 90,439,884 91,472,352 △ 1,032,468

繰延収益合計（⑤） 90,439,884 91,472,352 △ 1,032,468

 その他流動負債 12,033 37,407 △ 25,374

流動負債合計（④） 8,334,935 10,052,511 △ 1,717,576
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【貸借対照表の用語説明】

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。

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。

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）。主に下水道使用料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。

資

　

　

　

　

　

産

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

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、公

益財団法人三重県下水道公社への出捐金がこれにあたります。

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

 自己資本金 59,558,196 57,542,508 2,015,688

資本の部

名　　称 令和３年度末残高 令和２年度末残高 増　　減

剰余金合計（⑦） 5,278,947 5,785,406 △ 506,459

 利益剰余金 3,078,132 3,636,075 △ 557,943

資本金合計（⑥） 59,558,196 57,542,508 2,015,688

 資本剰余金 2,200,815 2,149,331 51,484

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沿岸流域下水道の施設

資　本　合　計（③＋④＋⑤） 64,837,143 63,327,914 1,509,229

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）

234,854,549 237,824,248 △ 2,969,699

無形固定資産

利用権がこれにあたります。
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　なかなか貸借対照表の数字をみても、わかりづらいね。

次のページでは、指標を使って財政状況を見てみよう。

でも、財産が減少してるけど、財政状況は大丈夫なのかな？

　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年度の下水道事業は、前年度に比べて財産（資産）を

２９．７億円減っている一方で、負債も４４．8億円減少して

いるね。

　特に負債の企業債や未払金の減少が大きいことから、現金等

の資産を借金や未払金等の債務に充てることによって減少させ

たってことだよ。

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

　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。

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 =

=
59,558,196,049＋5,278,947,002＋90,439,884,430

重要です。

　９．下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、四日市市の下水道事

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平均に比べて少しだけ良好

みたいだね。

四日市市

（令和３年度決算値）

66.1%

同格都市平均

（令和２年度決算値）

65.9%

全国平均

（令和２年度決算値）

64.1%

※同格都市平均：行政区域人口 30万人、処理区域人口 20万人以上の49都市の平均値（以下同じ）

= 66.1
234,854,549,310

×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

　下水道事業が施設の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、自己資本構

成比率は低くなる傾向にあるんだ。
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②　流動比率・・・負債に対する支払能力の指標

流動比率 =

その財源の多くを企業債によって調達していることから

　平成２６年度の地方公営企業法の改正に伴って、翌年度に

支払う企業債の元金が流動負債に計上されることになった一

方、その支払の財源は貸借対照表に記載されていないんだ。

　そのため、全国的にも未だ整備途中である下水道事業は、

いるね。なんでなんだろう？

　支払能力については、全国平均よりは良好だけど、同

格都市に比べると少し劣っているね。

　それから適正な基準とされている１００％を下回って

流動資産
×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。

8,334,934,820
×100 = 71.9

四日市市 同格都市平均 全国平均

=
5,996,781,283

（令和３年度決算値） （令和２年度決算値） （令和２年度決算値）

71.9% 76.1% 68.5%

１００％を下回ることになったんだ。

23



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

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。

は大きく超えているね。なんでなんだろう？

　全国平均よりは良好だけど、基準とされている１００％

147.4% 146.9% 151.5%

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。

固定比率 =
固定資産

×100
資本金+剰余金+繰延収益

=
228,857,768,027

（令和３年度決算値） （令和２年度決算値） （令和２年度決算値）

101.0% 96.8% 101.4%

四日市市 同格都市平均 全国平均

×100 = 147.4
59,558,196,049＋5,278,947,002＋90,439,884,430

　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
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　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。

　なお、同格都市平均とは、行政区域内人口が３０万人以上で、処理区域内人口が２０万人以上

の４９都市の平均値としています。

110.82

110.77

四日市市
同格都市
平　　均 説　　明

Ｒ２年度Ｒ３年度 Ｒ２年度

114.06 107.51

114.05 107.19

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。

項　　目
視
点

経常収支比率（％）★

総収支比率（％）

収
益
性

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）

531,504 545,328 668,915
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。

生
産
性

職員１人当たり営業収益
（千円／人）

191,882 195,652 110,634

職員１人当たり使用料収益
（千円／人）★

99,361 102,276 89,964

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（％） 147.39 148.67 146.94
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（％）★ 71.95 76.43 76.09
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（％）
★

66.12 65.09 65.88
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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。

　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。

下水道を使うことができる人口
のうち、実際に使用している人
口の割合を示す指標で高いほど
良い。

経費回収率（％） 87.03 88.17 97.85

汚水処理費用が下水道使用料で
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。

効
率
性

水洗化率（％）★ 93.77 93.43 95.68

視
点

項　　目
四日市市

同格都市
平　　均 説　　明

Ｒ３年度 Ｒ２年度 Ｒ２年度

30

35

40

45

50

55

60

（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

下水道使用料

（生産性）

（５）水洗化率

（効率性）

主な指標による比較

R3

R2

同格都市

※各の視点の主な指標（★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

兵庫県明石市、兵庫県西宮市、奈良県奈良市、岡山県倉敷市、広島県福山市、香川県高松市、

愛媛県松山市、高知県高知市、福岡県久留米市、長崎県長崎市、大分県大分市、宮崎県宮崎市、

鹿児島県鹿児島市、沖縄県那覇市

埼玉県川越市、埼玉県川口市、埼玉県所沢市、埼玉県越谷市、千葉県市川市、千葉県船橋市、

千葉県松戸市、千葉県柏市、東京都八王子市、東京都町田市、神奈川県横須賀市、

神奈川県藤沢市、富山県富山市、石川県金沢市、長野県長野市、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、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、

北海道旭川市、秋田県秋田市、福島県郡山市、栃木県宇都宮市、群馬県前橋市、群馬県高崎市、
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①普及状況

②管渠延長

③処理水量

㏊

増　　減

　１１．業務の実績はどうなの？

令和４年３月末

Ｂ

㏊

戸

310,610 △ 1,272

4,783.2 51.5

114,618 2,190

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

項　　目

全 市 人 口

処 理 区 域 面 積

人 口 普 及 率

水 洗 化 普 及 率

水 洗 化 率

有 収 水 量

309,338

4,834.7

116,808

人

戸

人

％

％

人Ａ

％

㎥

処 理 区 域 内 戸 数

令和３年３月末

Ｅ/Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｃ/Ａ

Ｄ/Ｂ

248,436 655

109,686 107,225 2,461

％

93.5% 0.4

93.8% 93.4% 0.4

232,126 1,448

80.5% 80.0% 0.5

2,916.0 4.0

249,091

233,574

93.9%

項　　目 令和４年３月末 令和３年３月末 増　　減

94.3% △ 0.3

25,512,200 25,630,410 △ 118,210

94.0%

2,920.0

供用１年後の水洗化率

水 洗 化 人 口

雨 水 排 水 整 備 済 面 積

処 理 区 域 内 人 口

水 洗 化 戸 数

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

汚 水 管

雨 水 管

合 流 管

下 水 管 渠 布 設 延 長

222,258 222,138 120

154,172 154,172 0

1,376,240 1,362,231 14,009

999,810 985,921 13,889

項　　目 令和４年３月末 令和３年３月末 増　　減

総 処 理 水 量 ㎥/年 35,853,070 35,817,705 35,365

△ 254,712

北部浄化センター ㎥/年 11,369,151 11,113,308 255,843

日永浄化センター ㎥/年 22,461,470 22,716,182

南部浄化センター ㎥/年 2,022,449 1,988,215

　なんと約74,000杯分の水量にもなるんだよ。

34,234

　四日市市の１年間で汚水を処理する水量（総処理水量）

は、東京ドーム約29個分、小学校のプールに換算すると、
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四日市市に住んでいる人口（＝全市人口）のうち四日市市内で下水道

が使用できる地域（処理区域）に住んでいる人口（＝処理区域内人口）

の割合を示す指標です。

水洗化率 四日市市内で下水道を使用できる地域に住んでいる人口（＝処理区域

内人口）のうち「処理区域内で実際に水洗便所を設置して汚水を処理

している人口（＝水洗化人口）の割合を示す指標です。

・・・ 下水道が整備され供用開始して１年後の水洗化率を示す指標で、分子を令

の水洗化率 和３年度の水洗化人口であるのに対して、分母は令和２年度の処理区域内

人口になります。これは地域の住民が実際に水洗化することが可能に

なるのは、下水道が整備され供用開始したあとであるため、実水洗化

率としての指標としています。

供用１年後

水洗化率＝水洗化人口÷処理区域内人口

人口普及率 ・・・

人口普及率＝処理区域内人口÷全市人口

・・・

人口普及率・水洗化率・供用１年後の水洗化率ってなぁに？

　上の①普及状況には、「人口普及率」、「水洗化率」、「供用１年

後の水洗化率」と３つの指標が書かれているね。それぞれどんな指標

なのか説明するよ。
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