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平成３０年度 葉山町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 平成３０年度葉山町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。 

 

（特例的収入及び支出） 

第２条 平成３０年度葉山町下水道事業会計予算第４条の２中「４２，１３４千円及び４９，８６２千円」を「４２，６０

１千円及び５３，０８１千円」に改める。 

 

 

 

 

   平成３０年９月６日提出 

葉山町長  山 梨  崇 仁 



 

 

平成 30 年度 

葉山町下水道事業会計 

補正予算（第１号）に関する説明書 



(単位　千円)

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　当年度純利益

　　固定資産減価償却費

　　長期前受金戻入額

　　引当金の増減額（△は減少）

　　受取利息及び配当金

　　支払利息

　　未収金の増減額（△は増加）

　　未払金の増減額（△は減少）

　　　小　計

　　受取利息及び配当金

　　利息の支払額

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 142,906

375,840

1

△ 431,280

6,034

△ 1

142,906

△ 5,812

△ 36,743

518,745

平成３０年度  補正予算（第１号）予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

(平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで)

23,106

820,535

-２-



２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有形固定資産の取得による支出

　　国庫補助金による収入

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　企業債による収入

　　企業債の償還による支出

　　他会計からの出資による収入

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　資金増加額（又は減少額）

　　　資金期首残高

　　　資金期末残高

244,000

△ 500,406

192,574

△ 307,832

12,260

△ 521,429

172,445

△ 104,984

△ 36,976

49,236

-３-



葉山町下水道事業会計 (単位　千円)

1 固定資産
 (1) 有形固定資産
　ア 土地 155,743
　イ 建物 846,622
　 　減価償却累計額 0 846,622
　ウ 構築物 19,592,486
　 　減価償却累計額 0 19,592,486
　エ 機械及び装置 877,379
　 　減価償却累計額 0 877,379
　オ 車両及び運搬具 42
　 　減価償却累計額 0 42
　カ 工具、器具及び備品 3,995
　 　減価償却累計額 0 3,995
　キ 建設仮勘定 38,470
　 　有形固定資産合計 21,514,737
 (2) 無形固定資産
　ア ソフトウェア 12,725
　 　無形固定資産合計 12,725
　　固定資産合計 21,527,462
2 流動資産
 (1) 現金預金 49,236
 (2) 未収金 42,601
　　貸倒引当金 0 42,601
　　流動資産合計 91,837
　　資産合計 21,619,299

平成３０年度  補正予算（第１号）予定開始貸借対照表

(平成３０年　４月　１日)

資産の部

-４-



3 固定負債
 (1) 企業債
　ア 公共下水道事業債 7,055,118
　　固定負債合計 7,055,118
4 流動負債
 (1) 企業債
　ア 公共下水道事業債 521,429
 (2) 未払金 53,081
 (3) 引当金
　ア 賞与引当金 0
　イ 法定福利費引当金等 0 0
　　流動負債合計 574,510
5 繰延収益
 (1) 長期前受金 10,838,080
　　長期前受金収益化累計額 0 10,838,080
　　繰延収益合計 10,838,080
　　負債合計 18,467,708

6 資本金
 (1) 固有資本金 3,074,452
 (2) 繰入資本金 0
　　資本金合計 3,074,452
7 剰余金
 (1) 資本剰余金
　ア 国庫補助金 77,139
　イ 受贈財産評価額 0 77,139
 (2) 利益剰余金
　ア 当年度未処分利益剰余金 0 0
　 　剰余金合計 77,139
　 　資本合計 3,151,591
　 　負債資本合計 21,619,299

負債の部

資本の部

-５-



葉山町下水道事業会計 (単位　千円)

1 固定資産
 (1) 有形固定資産
　ア 土地 155,743
　イ 建物 846,622
　 　減価償却累計額 41,310 805,312
　ウ 構築物 20,021,111
　 　減価償却累計額 556,870 19,464,241
　エ 機械及び装置 877,379
　 　減価償却累計額 218,919 658,460
　オ 車両及び運搬具 42
　 　減価償却累計額 20 22
　カ 工具、器具及び備品 3,995
　 　減価償却累計額 871 3,124
　キ 建設仮勘定 110,252
　 　有形固定資産合計 21,197,154
 (2) 無形固定資産
　ア ソフトウェア 10,180
　 　無形固定資産合計 10,180
　　固定資産合計 21,207,334
2 流動資産
 (1) 現金預金 12,260
 (2) 未収金 48,413
　　貸倒引当金 103 48,310
　　流動資産合計 60,570
　　資産合計 21,267,904

平成３０年度  補正予算（第１号）予定貸借対照表

(平成３１年３月３１日)

資産の部

-６-



3 固定負債
 (1) 企業債
　ア 公共下水道事業債 6,762,890
　　固定負債合計 6,762,890
4 流動負債
 (1) 企業債
　ア 公共下水道事業債 536,229
 (2) 未払金 16,338
 (3) 引当金
　ア 賞与引当金 5,003
　イ 法定福利費引当金等 928 5,931
　　流動負債合計 558,498
5 繰延収益
 (1) 長期前受金 11,030,654
　　長期前受金収益化累計額 431,280 10,599,374
　　繰延収益合計 10,599,374
　　負債合計 17,920,762

6 資本金
 (1) 固有資本金 3,074,452
 (2) 繰入資本金 172,445
　　資本金合計 3,246,897
7 剰余金
 (1) 資本剰余金
　ア 国庫補助金 77,139
　イ 受贈財産評価額 77,139
 (2) 利益剰余金
　ア 当年度未処分利益剰余金 23,106 23,106
　 　剰余金合計 100,245
　 　資本合計 3,347,142
　 　負債資本合計 21,267,904

負債の部

資本の部

-７-


