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平成30年度の土地開発公社決算
□問 土地開発公社☎892-0121

　新たな公有地取得事業はなく、保有している公有地の管理・処分・暫定活用を行いました。
公有地の処分については、自然環境整備用地など3事業用地、面積5,236平方㍍を8億5,909万3,740円で市に
売却しました。
　これにより、30年度末の公社保有地の面積は、2万1,443.83平方㍍となり、その保有額は82億4,325万
6,310円となりました。
　その他、公社保有地の暫定活用については、民間などに13か所を貸し付けています。合計面積は4,587.27平
方㍍で、主に駐車場や資材置場として使用され、600万7,918円の賃貸収入がありました。
　今後も、保有している公有地の積極的な有効活用や管理経費の節減に努めるとともに、金融機関との利率引
き下げ交渉により、支払利息の節減に努めます。

平成30年度の水道事業決算
□問 水道局☎891-0016

業務実績
給水人口 7万7,799人
年間総配水量 749万7,899㎥
有収率 98.9%
経営状況
有収水量 741万4,782㎥ 
給水収益 11億6,652万円
総収益 13億4,535万5千円
事業費用 13億2,628万3千円
純利益 1,907万2千円

主な実施事業
改良工事
▷特高区加圧ポンプ場加圧ポンプ改修工事
　企業団水受水管布設替工事（第7工区）【一般道部】 
　下水道工事に伴う神宮寺1丁目地内配水管移設工事 
　私市1丁目222番1地内他フェンス設置工事
　下水道工事に伴う私市山手1丁目地内給配水管移設工事
　私部5・6丁目地内配水管布設替工事（第2工区）

１．流動資産
    (1) 現金及び預金
    (2) 公有用地
    (3) 代替地
２．有形固定資産
    (1) 車両その他運搬具

8,420,313,320 
177,057,010 
6,654,491,572 
1,588,764,738 

12 
12 

資産の部 

１．流動負債
    (1) 預り金
　 （2） 前受金
    (3) 未払金
２．固定負債
　 長期借入金
　　負債の部　合計

金　額金　額科目（款・項） 科目（款・項）
11,956,787 
1,161,447 

0 
10,795,340 

8,162,000,000 
8,162,000,000 
8,173,956,787 

１．資本金
　 基本財産
２．準備金
　 (1) 前期繰越準備金
　 (2) 当期純利益
　　資本の部　合計
  負債・資本の部　合計      資産の部　合計

5,000,000 
5,000,000 

241,356,545 
226,534,877 
14,821,668 
246,356,545 
8,420,313,332 8,420,313,332 

負債の部 

借入金の状況
期間
長期 81億6,200万円 0.56%

借入総額 平均利率

資本の部 

損益計算書

貸借対照表

１．事業原価
　　公有地取得事業原価
２．販売費及び一般管理費
　  販売費及び一般管理費
３．事業外費用
    (1) 土地勘定不算入の利息
    (2) 雑損失
４．特別損失
    (1) 固定資産除却損
５．当期純利益

847,686,254 
847,686,254 
2,534,202 
2,534,202 
55,485 
55,485 

0 
9,330 
9,330 

14,821,668 

費用の部 

１．事業収益
　 公有地取得事業収益
２．事業外収益
    (1) 受取利息
    (2) 雑収益

金　額金　額
859,093,740 
859,093,740 
6,013,199 

5,281 
6,007,918 

　　　　合　計 865,106,939 　　　　合　計 865,106,939 

収益の部
（単位：円）

（単位：円）

科目（款・項）科目（款・項）

損益計算書

　　　　科 　目
水道事業費用
  営業費用
     原水及び浄水費
     配水及び給水費
     受託工事費
     総係費
     減価償却費
     資産減耗費
　営業外費用
　　支払い利息及び企業債 取扱諸費
     雑支出
　特別損失
     過年度損益修正損
当年度純利益
           合　計

1,326,282,544
1,181,915,529
372,996,330
186,831,919

0
223,254,675
394,979,773
3,852,832

143,258,275
142,270,705

987,570
1,108,740
1,108,740
19,071,964

1,345,354,508

借　 方 
金　額

(消費税抜き、単位:円)

　　　　科 　目
水道事業収益
　営業収益
　給水収益
　受託工事収益
　その他営業収益
営業外収益
　受取利息
　分担金
　雑収益
　長期前受金戻入
特別利益
　過年度損益修正益

1,345,354,508
1,229,946,159
1,166,519,591

0
63,426,568
115,400,082
7,661,616
44,528,000
1,104,172
62,106,294

8,267
8,267

貸 　方 
金　額

貸借対照表

　　　　科 　目
(資産の部)
固定資産
  有形固定資産
  無形固定資産
  投資

流動資産
  現金預金
  未収金
  貸倒引当金
  貯蔵品
  前払金

13,360,806,721
13,252,628,949

88,177,772
20,000,000

3,010,487,392
2,885,615,355
125,098,546
△ 6,063,734
5,837,225

0

借　 方 
金　額

(消費税抜き、単位:円)

　　　　科 　目
(負債の部)
固定負債
　企業債
　引当金
流動負債
　企業債
　未払金
　前受金
　その他流動負債
　引当金
繰延収益
　長期前受金
　収益化累計額
(資本の部)
資本金
剰余金
　資本剰余金
　利益剰余金
　　　  合　計

8,736,679,595
8,535,452,570
201,227,025
634,862,999
385,427,181
119,916,244
21,090,200
88,041,626
20,387,748

1,531,565,377
2,833,445,594
△1,301,880,217

307,349,667
5,160,836,475
1,413,080,997
3,747,755,478

貸 　方 
金　額

　　　  合　計 1,345,354,508

　　　　合　計　　　 16,371,294,113 16,371,294,113




