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料金水準設定における課題整理について

水道料金改定は、二階建て

１．料金検討の考え方

能率的な経営の下における適正な原価

（地方公営企業法第２１条第２項）

地方公営企業の健全な運営を確保

（地方公営企業法第２１条第２項）

【課題①】企業債への依存度が高い （⇒Ｐ２）

収支不足の解消が必要

【課題②】企業債の残高が多い （⇒Ｐ３、４）

⇒ 企業債の抑制が必要

【課題③】一定水準の資金の確保 （⇒Ｐ４、５）

○今後利益を確保することが困難

（前回説明）

借り入れた企業債は数

十年かけて返済するた

め、将来世代への負

担の先送りの解消につ

ながる

健全な運営を確保するための

利益の確保が必要

・資本的収支の収支不足額を補て

んするための財源

・日常の支払等のための運転資金

利益の確保分
（資産維持費）

収支不足解消分
（営業費用＋支払利息）

総

括

原

価
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本市では、安全で安定したライフラインの構築を目指し、市全域に安定的に給水するため、合併

町域への送水施設の整備や、管路・施設の更新、耐震化などの事業に積極的に取り組んでまいり

ました。施設の整備には多額の費用が必要となることから、その財源の一部として企業債を借り入れ

ています。

平成２２年度から２５年度における実績を中核市平均と比較すると以下のとおりとなっています。

建設改良費に占める企業債の割合（Ｈ２２～２５年度平均）

※中核市：４５市（平成２７年４月１日現在）中のうち４２市が対象（３市は水道事業なし）

本市は、施設や管路の整備等に１年あたり３６.５億円の投資（建設改良費）を行っており、その財

源として２２.９億円の借金（企業債）を借り入れています。建設改良費に対する企業債の割合（企業

債充当率）は６２.８％となっています。

一方、中核市平均では、１年あたりの建設改良費が２５.６億円であるのに対して、企業債借入額

は８.０億円であり、企業債充当率は３１.２％となっています。

建設改良費の額に違いはあるものの、企業債充当率は、本市の約半分となっています。

●企業債充当率：６２.８％ （４２市中３番目に高い）

・中核市平均：３１.２％ （最高：７１.０％、最低：０％）

●建設改良費：３６.５億円/年 （４２市中６番目に多い）

・中核市平均：２５.６億円/年 （最多：５１.１億円/年、最少：８.４億円/年）

●企業債借入額：２２.９億円/年 （４２市中最も多い）

・中核市平均：８.０億円/年 （最少：借入なし）

【課題①】 建設改良費に対する企業債への依存度が高い

建設改良費 企業債
企業債
充当率

宮崎市 ３６.５億円 ２２.９億円 ６２.８％

中核市平均 ２５.６億円 ８.０億円 ３１.２％

２．企業債への依存度
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１）企業債残高と企業債償還金の推移

本市の企業債残高は年々増加し、２６年度末の残高は３６５.８億円となっています。この額は、料

金収入の約５.８倍に相当します。なお、残高の増加と同様に企業債償還金も年々増加しています。

２）中核市平均との比較（Ｈ２５年度実績ベース）

●給水収益 ： 中核市平均の０.８８倍

⇒ 本市の料金水準が低い

●固定資産 ： 中核市平均の０.９３倍

⇒ 本市が過大な施設を有している訳ではない

●企業債残高 ： 中核市平均の１.５７倍

⇒ 本市の企業債残高が多い

●企業債残高÷固定資産

⇒ 本市の施設建設の財源は、企業債に依存している

企業債への依存が高くなっているのは、低い料金水準も一因と考えられる

　給水人口１人あたりの比較
宮崎市

①
中核市平均

②
差額

（①-②）
比率

（①÷②）

給水収益 １６.１千円 １８.３千円 △２.２千円 ０.８８倍

固定資産 １５７.３千円 １６９.６千円 △１２.３千円 ０.９３倍

企業債残高 ８９.０千円 ５６.６千円 ３２.４千円 １.５７倍

企業債残高
÷固定資産

５６.６％ ３３.３％

３．企業債の残高

●企業債残高 ： ３６５.８億円（Ｈ２６年度末）

（Ｈ２２年度比３５.６億円増）

※今後も増加する見込み

料金収入（６２.７億円）の約５.８倍に相当

●企業債償還金 ： １６.７億円（Ｈ２６年度）

※増加傾向、今後の増加の見込み
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「企業債残高÷固定資産」は、取得した固定資産の財源として企業債にどの程度依存している

かを表しており、本市と中核市平均の数値をイメージ図で示すと以下のとおりとなります。

本市の企業債依存率は中核市平均よりも高いため、必然的にその割合も高いものとなっておりま

す。また、固定資産の水準がほぼ同じであることから、企業債残高は中核市平均よりも多くなってい

ます。

【課題②】 企業債の残高が多い

１）資本的支出の状況

平成２５年度決算（税込）

●資本的支出 ５０.８億円

建設改良費 ３４.０億円（２５年度の事業投資）

企業債償還金 １６.４億円（過去に借り入れた企業債の返済）

２）資本的収入の状況

●資本的収入 ２４.４億円

企業債 ２２.５億円（２５年度の事業投資分の借入）

その他 １.９億円（一般会計出資金、一般会計負担金、工事負担金など）

（資本的収支のイメージ図）

※資本的収支の収支不足額は、補てん財源（内部留保資金等）で補てんしています

固定
資産

企業債
５６.６％ 企業債

固定
資産

３３.３％

宮崎市 中核市平均

建設改良費
３４.０

企業債
２２.５

資本的収入 資本的支出

（単位：億円）
５０.８

企業債償還金
１６.４

２４.４

その他 １.９

その他 ０.４

４．資金の確保

●資本的支出５０.８億円の財源

企業債 ２２.５億円

企業債以外 １.９億円

自己資金 ２６.４億円
（内部留保資金）

借り入れた企業債は、

「企業債償還金」という形で返済

⇒ 最終的に、料金収入を原資として返済
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３）補てん財源

「資本的支出」に対する「資本的収入」の不足分を補うための財源のこと

・「減価償却費」などの非現金支出（外部に支払わない費用）

・収益的収支の利益に由来する「積立金」 などが該当

（補てんのイメージ図）

【課題③】一定水準の資金を確保する必要がある

内部留保資金

補てん財源

※翌年度へ繰越

黒字の場合

Ｄ

Ｄ

料金収入

減価償却費

収益的収支 資本的収支
収入 支出収入 支出

企業債

その他

維持管理費

その他

建設改良費

過年度の
残額

Ｃ

企業債償還金

収支不足
支払利息

Ｃ

Ｂ

利益
Ａ

(収入-支出)

Ｂ
減価償却費

Ａ

補てん財源

利益

(収入-支出)

の残額

内部留保資金

補てん財源

※翌年度へ繰越なし

補てん財源

の残額なし

Ｆ

Ｅ
損失

収益的収支 資本的収支
収入 支出 収入 支出

建設改良費
企業債

その他

維持管理費

その他

減価償却費

過年度の
残額

Ｇ

企業債償還金

料金収入 支払利息
収支不足

Ｈ

減価償却費
Ｆ

赤字の場合

Ｅ
(支出－収入)

収支不足（Ｃ）の補てんが可能

収支不足（Ｈ）の補てんが困難

健全な運営を確保するための一定

水準の資金（内部留保資金）（Ｄ）

の確保が可能

資金（内部留保資金）の確保が困

難となり、資金が枯渇する可能性

がある
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みやざき水ビジョン２０１０では、料金改定をした場合の試算として平成２７年度に２５％改定した場

合の財政見通しをお示ししています。

現時点での財政収支見通し（概算）とこの改定率で改定した場合の見通しを比較すると、２５％の

改定を実施した場合、給水収益が５２億７千万円の増加となります。

算定期間中（Ｈ28年10月～Ｈ32年3月）の試算 単位：百万円（税抜）

改定なし 25％改定 差
収益的収入 Ａ 24,150 29,420 5,270

うち　給水収益 Ｂ 21,080 26,351 5,270
収益的支出 Ｃ 25,981 25,981 0
収支差引　（Ａ－Ｃ） △ 1,831 3,439 5,270

累積欠損金 1,965 0 △ 1,965

総括原価（資産維持費除く） Ｄ 24,277 24,277 0
総括原価の収支不足（Ｂ－Ｄ） Ｅ △ 3,196 2,074 5,270

ＭＰ（ケース２）における改定率（％） 25.00
うち 収支不足解消分（％） Ｅ/Ｂ 15.16 15.16
うち 利益確保分（％） 9.84 　※資産維持費相当

企業債残高（Ｈ３１年度末） 47,067 41,797 △ 5,270
Ｈ２６年度末からの増加額 10,484 5,214 △ 5,270

給水人口１人あたり企業債残高（千円） 118 105 13
※企業債残高は、増加した資金をすべて企業債抑制に使用した場合

建設
改良費

企業債
償還金

収支
不足

収支
不足

利益

企業債
償還金

料金
収入

支払
利息

支出

収益的収支 資本的収支 収益的収支 資本的収支

収入

借入額
の縮減建設

改良費

収入 支出

その他 その他

その他 その他

維持
管理費

収入

企業債

料金
収入 支払

利息

支出 収入 支出

維持
管理費

企業債

減価
償却費

改定なしの場合

料金
増収分

損失

減価
償却費

２５％改定の場合

５．みやざき水ビジョンに基づく料金改定の試算
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●比較表

なお、２５％改定した場合、一般的な家庭における１か月の水道料金の負担増加額を試算すると、

以下のとおりとなります。

①収支不足の解消が必要

②健全な運営を確保するための利益の確保が必要

③定期的な料金改定の仕組みづくりが必要

口径１３mmの場合 （消費税抜）

20 ｍ3 2,280 円 2,850 円 570 円 19.0 円
30 ｍ3 3,580 円 4,475 円 895 円 29.8 円

※料金体系を維持し、それぞれの単価を引き上げた場合の試算

２５％改定後改定前 増加額 １日あたり使用水量

改定なしの場合 ２５％改定の場合

内部留保資金 減少 増加

企業債充当率 引上げが必要 抑制が可能

建設改良費 削減が必要 上乗せが可能
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資料中の統計データは、平成２２年度から平成２５年度の「地方公営企業年鑑」のデータを基に、

宮崎市上下水道局にて加工したものを掲載している

地方公営企業は、その経営成績を適正に示すという観点及び利益又は損失の確定を適切に行う

という観点から、資本取引と損益取引を明瞭に区分する必要があります。

そのため、「収益的収支」と「資本的収支」の二本建ての予算となっています。

１）収益的収支（損益取引となる現金及び非現金収支）

経営状況を表すため、損益取引（すべての「収益」や「費用」）に当たるものを計上し、非現金

収支を含みます。

具体的には、サービス提供（水道事業の場合、住民への給水）の対価としての料金を主体とす

る収益とサービス提供に関する費用が計上してあります。

一事業年度の実績評価が損益計算（黒字・赤字）という形で表されます。

２）資本的収支（損益取引以外の現金収支）

「収益」や「費用」に当たらないもの（収益的収支に計上しないもの）、企業債の借入や償還、建

設改良費などの現金収支を計上しています。

具体的には、住民に対するサービスを提供するための施設の整備、拡充等の建設改良費や

建設改良に要する資金としての企業債の収入、施設整備に要した企業債の元金償還を計上して

あります。

一事業年度末時点の資産の状況が貸借対照表という形で表されます。

民間企業の場合、資本的収支は、企業内部での管理用の予算ですが、地方公営企業

では議会の議決対象であり明示することが義務づけられています。

※企業債の元金分の借入や償還は、収益や費用ととらえずに資本的収支に計上し、

支払利息は費用として収益的収支に計上しています。

参考１．データの出典

参考２．二本建ての予算
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１．北海道函館市、２．旭川市、３．青森県青森市、４．岩手県盛岡市、５．秋田県秋田市、６．福島県郡山

市、７．いわき市、８．栃木県宇都宮市、９．群馬県前橋市、１０．高崎市、１１．埼玉県川越市、１２．越谷市、

１３．千葉県船橋市、１４．柏市、１５．東京都八王子市、１６．神奈川県横須賀市、１７．富山県富山市、１８．

石川県金沢市、１９．長野県長野市、２０．岐阜県岐阜市、２１．愛知県豊橋市、２２．岡崎市、２３．豊田市、

２４．滋賀県大津市、２５．大阪府豊中市、２６．高槻市、２７．枚方市、２８．東大阪市、２９．兵庫県姫路市、

３０．尼崎市、３１．西宮市、３２．奈良県奈良市、３３．和歌山県和歌山市、３４．岡山県倉敷市、３５．広島

県福山市、３６．山口県下関市、３７．香川県高松市、３８．愛媛県松山市、３９．高知県高知市、４０．福岡

県久留米市、４１．長崎県長崎市、４２．大分県大分市、４３．宮崎県宮崎市、４４．鹿児島県鹿児島市、４５．

沖縄県那覇市

※上記のうち、次の３市は単独での水道事業の実施なし

１２．埼玉県越谷市、１３．千葉県船橋市、１５．東京都八王子市

１）収益的収入

近年、減収傾向（減少の要因は、料金収入の減）

２）収益的支出

横ばいで推移

・業務の民間委託により人件費減

・減価償却費が増加傾向

３）収支差引（損益）

２５年度まで黒字を維持

単位：百万円（税抜）

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

収益的収入　（Ａ＝Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） Ａ 7,304 7,181 7,202 7,218

営業収益 Ｂ 6,964 6,873 6,800 6,771

うち　給水収益 6,541 6,465 6,390 6,428

営業外収益 Ｃ 336 305 399 443

特別利益 Ｄ 4 3 4 3

収益的支出　（Ｅ＝Ｆ＋Ｇ＋Ｈ） Ｅ 7,032 6,806 6,815 6,908

営業費用 Ｆ 6,044 5,883 5,857 5,816

うち　維持管理費 3,878 3,625 3,696 3,430

うち　減価償却費 2,017 2,033 2,048 2,262

営業外費用 Ｇ 973 912 898 824

うち　支払利息等 846 792 735 715

特別損失 Ｈ 15 11 60 268

収支差引　（Ａ－Ｅ） 272 375 387 310

※端数処理の関係で合計が合わない箇所がある

参考３．中核市（平成２７年４月１日現在）

参考４．収支状況（収益的収支）
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平成２５年度における補てん状況を示すと以下のとおりとなります。

Ｈ２２からＨ２５年度の推移比較

●給水収益

本市、中核市平均ともに減少

●固定資産

本市、中核市平均ともに増加（増加幅は本市の方が大きい）

●企業債残高

本市は増加、中核市平均は減少

●企業債残高÷固定資産

本市は増加、中核市平均は減少

資本的収支

補てん財源

消費税資本的収支調整額　１.４億円

建設改良積立金　３.９億円

過年度損益勘定留保資金　２１.１億円
　（残り　９.２億円は翌年度へ繰越）

利益処分
当年度損益勘定留保資金　２６.６億円
　（減価償却費、固定資産除却費等）

翌年度へ繰越（翌年度の収支不足額を補てん）

　３.１億円

支出 収入

２６.４億円 ３.９億円

その他１.９億円
建設改良費
３４.０億円

企業債 ２４.４
億円２２.５億円 当年度純利益

Ｈ２４年度利益
３.９億円

５０.８億円

企業債償還金 Ｈ２５年度
１６.４億円 収支不足額 建設改良積立

給水人口１人あたりの比較

H22 H25 増減

宮崎市 １６.４千円 １６.１千円 △０.３千円

中核市平均 １８.８千円 １８.３千円 △０.５千円

宮崎市 １４７.３千円 １５７.３千円 １０.０千円

中核市平均 １６７.０千円 １６９.６千円 ２.６千円

宮崎市 ８３.０千円 ８９.０千円 ６.０千円

中核市平均 ６２.１千円 ５６.６千円 △５.５千円

宮崎市 ５６.４％ ５６.６％ ０.２ﾎﾟｲﾝﾄ増

中核市平均 ３７.０％ ３３.３％ ３.７ﾎﾟｲﾝﾄ減

企業債残高
÷固定資産

固定資産

給水収益

企業債残高

参考５．資本的収支の補てん状況

参考６．中核市平均との比較


