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平成２７年度市町村公営企業決算の概要 

 

県内市町村（名古屋市及び市町村のみで構成する一部事務組合等を含む。）の公営企業

の平成２７年度決算の概要は、次のとおりである。 

 

１ 事業数（別表 第１表参照） 

 

 

 

 

 

 

 

・事業数は、法適用企業が増減なし、法非適用企業が３事業（と畜事業（豊田市）、

宅地造成事業（東浦町）、介護サービス事業（犬山市））の減少となった。 

（注）法適用企業、法非適用企業 →別紙用語説明参照 

 

 

２ 決算規模（別表 第２表参照） 

 

 

 

・法適用企業の決算規模は 7,325億1,900万円（対前年度 8.3％減）、法非適用企業は 

1,246億6,200万円（対前年度 2.2％減）となっている。 

・法適用企業の決算規模が減少した主な理由は、平成２６年度における地方公営企業

会計基準の見直しに伴う、退職給付引当金不足額の一括計上（特別損失）が解消さ

れたこと等により、総費用が減少したためである。 

・法非適用企業の決算規模が減少した主な理由は、簡易水道事業、市場事業における

建設改良費の減少等により資本的支出が減少したためである。 

  （注）決算規模、資本的支出 →別紙用語説明参照

平成２７年度末における事業数は２１０事業で、前年度に比べ３事業減少した。 

（内訳） 

  地方公営企業法を適用している企業（以下「法適用企業」という。） 

    ・・・ ８２事業 

  地方公営企業法を適用していない企業（以下「法非適用企業」という。） 

    ・・・１２８事業 

平成２７年度の決算規模は 8,571億3,900万円で、前年度に比べ7.5％（690億1,100

万円）減少した。 
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３ 法適用企業の決算状況（別表 第３表参照） 

（１）黒字・赤字別事業数 

 

 

 

 

 

・赤字の１７事業の内訳を見ると、上水道事業が２事業（４３事業中）、病院事業が 

１１事業（２０事業中）、下水道事業が４事業（１４事業中）となっている。 

・赤字から黒字に転じた１２事業の内訳を見ると、上水道事業が４事業、病院事業が

８事業となっている。 

・黒字から赤字へ転じた２事業の内訳を見ると、上水道事業が１事業、病院事業が１

事業となっている。 

 

（２）収支状況 

ア 収益的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成２６年度における地方公営企業会計基準の見直しに伴う退職給付引当金不足額

の一括計上（特別損失）の解消等により総費用が減少したこと等から、純損益は増

加している。 

・純損益を事業別に見ると、上水道事業、下水道事業、工業用水道事業及び交通事業

の４事業が黒字となり、病院事業が赤字となっている。 

・累年での収支を見ると、未処分利益剰余金の 612億800万円（62事業）に対し、未

処理欠損金が 3,887億300万円（20事業）と上回っており、前年度と比べると未処

分利益剰余金が 72.1％、未処理欠損金が 6.1％減少している。 

（注）経常収支比率、未処分利益剰余金、未処理欠損金 →別紙用語説明参照

純損益で黒字・赤字を見ると、法適用企業８２事業について、 

 黒字事業は６５事業で、全事業の 79.3％ 

  赤字事業は１７事業で、全事業の 20.7％ 

となっており、前年度に比べ１２事業が赤字から黒字に転じ、２事業が黒字から赤字

に転じた。 

純損益は267億5,100万円の黒字となり、経常損益も282億1,100万円の黒字となり、

経常収支比率は 104.8％と前年度(104.3％)を0.5ポイント上回った。 
 

 平成２７年度 平成２６年度 増 減 増減率 

総収益 6,193億7,100万円 6,058億円 135億7,000万円 2.2％ 

総費用 5,926億2,000万円 6,338億1,800万円 △411億9,800万円 △6.5％ 

純損益 267億5,100万円 △280億1,700万円 547億6,800万円 195.5％ 

経常収益 6,140億 800万円 5,993億8,800万円 146億2,000万円 2.4％ 

経常費用 5,857億9,700万円 5,747億4,700万円 110億4,900万円 1.9％ 

経常損益   282億1,100万円   246億4,000万円 35億7,100万円 14.5％ 

経常収支比率         104.8％         104.3％  0.5％ － 

  ※各金額について百万円未満を四捨五入しており、各欄で整合がとれない場合がある。 

年度 
区分 
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イ 資本的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資本的支出を事業別に見ると、前年度に比べて、上水道事業、下水道事業及び交通

事業は増加し、病院事業、工業用水道事業は減少している。 

 

 

（３）主な事業別決算 

ア 上水道事業（４３事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・純損益、経常損益とも前年度に引き続いて黒字となった。 

・退職給付引当金不足額の一括計上（特別損失）の減少等により４事業（名古屋市、

一宮市、岩倉市及び北名古屋水道企業団）が赤字から黒字に転じている。 

  ・特別利益の減少、資産減耗費の増加等により、１事業（新城市）が黒字から赤字に

転じている。 

 

 

 

 

資本的収支は、法適用企業全体の差し引きで不足が発生している。 

この補塡財源としては、損益勘定留保資金等の内部資金 1,562億6,300万円（対前 

年度10.1％増）が充てられている。 
 

 平成２７年度 平成２６年度 増 減 増減率 

資本的収入   1,118億1,800万円   1,502億5,900万円 △384億4,100万円 △25.6％ 

資本的支出   2,838億8,200万円   3,061億4,600万円 △227億6,400万円 △ 7.4％ 

差引不足額 △1,716億4,100万円 △1,559億6,300万円 △156億7,800万円 △10.1％ 

  ※各金額について百万円未満を四捨五入しており、各欄で整合がとれない場合がある。 

 

上水道事業は、純損益で黒字となった。 

なお、経常収支比率は 110.5％と前年度（111.2％）を 0.7ポイント下回った。 
 

 平成２７年度 平成２６年度 増 減 増減率 

総収益 1,416億9,300万円 1,421億4,500万円 △4億5,200万円 △0.3％ 

総費用 1,290億4,900万円 1,319億9,200万円 △29億4,300万円 △2.2％ 

純損益 126億4,400万円 101億5,300万円 24億9,100万円 24.5％ 

経常収益 1,412億6,100万円 1,409億8,300万円 2億7,800万円 0.2％ 

経常費用 1,278億9,200万円 1,267億5,400万円 11億3,800万円 0.9％ 

経常損益 133億7,000万円 142億2,900万円 △8億6,000万円 △6.0％ 

経常収支比率 110.5％ 111.2％ △0.7％ － 

  ※各金額について百万円未満を四捨五入しており、各欄で整合がとれない場合がある。 

区分 
年度 

区分 
年度 
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イ 病院事業（２０事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

・純損益、経常損益とも前年度に引き続いて赤字となった。 

・前年度より赤字から黒字に転じたのは８事業であり、その主な理由としては、退職

給付引当金不足額の一括計上（特別損失）の解消によるものが４事業（豊橋市、岡

崎市、春日井市及び小牧市）、医業収益の改善等によるものが４事業（名古屋市、

豊川市、新城市及びあま市）であった。 

 

ウ 下水道事業（１４事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

・純損益、経常損益とも前年度に引き続いて黒字となった。 

・総収益の減少に比べ、処理場に係る維持管理費や、企業債借入利率の低下に伴う支

払利息の減少等による総費用の減少が上回ったため、純損益、経常損益とも増加し

た。 

 

病院事業は、純損益で赤字となった。 

なお、経常収支比率は 99.0％と前年度（99.6％）を 0.6ポイント下回った。 
 

 平成２７年度 平成２６年度 増 減 増減率 

総収益 2,520億8,000万円 2,429億8,400万円 90億9,600万円 3.7％ 

総費用 2,542億6,000万円 2,885億8,600万円 △343億2,500万円 △11.9％ 

純損益 △21億8,100万円 △456億 200万円 434億2,100万円 95.2％ 

経常収益 2,481億5,600万円 2,385億2,300万円 96億3,300万円 4.0％ 

経常費用 2,507億1,600万円 2,394億5,700万円 112億5,900万円 4.7％ 

経常損益 △ 25億6,000万円 △ 9億3,400万円 △16億2,600万円 △174.1％ 

経常収支比率 99.0％ 99.6％ △0.6％ － 

  ※各金額について百万円未満を四捨五入しており、各欄で整合がとれない場合がある。 

下水道事業は、純損益で黒字となった。 

なお、経常収支比率は 103.2％で前年度（103.2％）と同率であった。 
 

 平成２７年度 平成２６年度 増 減 増減率 

総収益 1,088億9,600万円 1,099億5,100万円 △10億5,600万円 △1.0％ 

総費用 1,062億3,600万円 1,076億8,400万円 △14億4,700万円 △1.3％ 

純損益 26億5,900万円 22億6,800万円 3億9,200万円 17.3％ 

経常収益 1,087億8,900万円 1,095億9,100万円   △8億  200万円 △0.7％ 

経常費用 1,053億6,900万円 1,062億  700万円   △8億3,900万円 △0.8％ 

経常損益 34億2,100万円 33億8,400万円       3,700万円 1.1％ 

経常収支比率 103.2％ 103.2％ 0.0％ － 

※各金額について百万円未満を四捨五入しており、各欄で整合がとれない場合がある。 

 

区分 

区分 

年度 

年度 
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エ 交通事業（３事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・純損益、経常損益とも前年度に引き続いて黒字となった。 

・名古屋市の２事業（バス事業、地下鉄事業）における賞与引当金不足額の一括計上

（特別損失）の減少や、営業収益の増加等により純損益、経常損益とも前年度より

増加した。 

 

交通事業は、純損益で黒字となった。 

なお、経常収支比率は 113.7％と前年度（107.8％）を 5.9ポイント上回った。 
 

 平成２７年度 平成２６年度 増 減 増減率 

総収益 1,157億5,500万円 1,097億7,600万円 59億7,900万円 5.4％ 

総費用 1,022億4,600万円 1,046億4,900万円 △ 24億  200万円 △ 2.3％ 

純損益  135億  800万円 51億2,700万円 83億8,100万円  163.5％ 

経常収益 1,148億5,400万円 1,093億4,600万円  55億  800万円 5.0％ 

経常費用 1,009億9,300万円 1,014億2,400万円 △ 4億3,100万円 △ 0.4％ 

経常損益 138億6,100万円 79億2,200万円  59億3,900万円  75.0％ 

経常収支比率 113.7％ 107.8％ 5.9％ － 

 ※各金額について百万円未満を四捨五入しており、各欄で整合がとれない場合がある。 

区分 
年度 
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４ 法非適用企業の決算状況（別表 第４表参照） 

（１）黒字・赤字別事業数 

 

 

 

・法非適用企業全体（１２８事業）の実質収支は、59億8,600万円の黒字（２６年度  

64億3,200万円）となった。 

 （注）実質収支 →別紙用語説明参照 

 

 

（２）収支状況（企業会計方式に準じて収益的収支、資本的収支に区分したもの。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・収益的収支における総収益は、下水道事業の営業収益の増等により前年度に比べ増

加している。 

・資本的収支は、市場事業の建設改良費の減少及びそれに伴う地方債、国庫補助金等

の減少等により収入・支出ともに減少している。 

 

・資本的収支の差引不足額が収益的収支の差引超過額を上回っているが、前年度から

の繰越金の充当等により、実質収支は黒字となっている。 

法非適用企業の実質収支は、全事業（１２８事業）が黒字となった。（２６年度  

１３１事業すべて黒字） 

ア 収益的収支 

 平成２７年度 平成２６年度 増 減 増減率 

総収益 644億5,700万円 623億8,100万円 20億7,600万円 3.3％ 

総費用 427億 500万円 422億5,800万円 4億4,700万円 1.1％ 

差引 217億5,200万円 201億2,300万円 16億2,900万円 8.1％ 

 ※各金額について百万円未満を四捨五入しており、各欄で整合がとれない場合がある。 

 

イ 資本的収支 

 平成２７年度 平成２６年度 増 減 増減率 

資本的収入 591億1,200万円 648億8,100万円 △57億7,000万円 △8.9％ 

資本的支出 814億1,600万円 846億5,200万円 △32億3,600万円 △3.8％ 

差引 △ 223億 500万円 △ 197億7,100万円 △25億3,400万円 △12.8％ 

 ※各金額について百万円未満を四捨五入しており、各欄で整合がとれない場合がある。 

区分 

区分 

年度 

年度 
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                                    （別紙） 

※ 用語説明 

１ 法適用企業、法非適用企業 

（１）法適用企業 

    法適用企業とは、地方公営企業法の規定の全部又は一部（財務規定等）を適用しており企業会

計方式（発生主義、複式簿記）により経理処理されている企業である。 

    なお、地方公営企業法は、その定めにより当然に適用される事業（全部適用：上水道事業、工

業用水道事業等、財務規定等適用：病院事業）以外の事業で、主としてその経費を当該事業の経

営に伴う収入をもって充てるものについては、地方公共団体が任意に条例で定めるところにより

適用することができるものである。 

 （２）法非適用企業 

    法非適用企業とは、地方公営企業法の規定を適用せず、普通会計と同様に官公庁会計方式（現

金主義、単式簿記）により経理処理されている企業である。 

２ 決算規模 

 （１）法適用企業の場合 

    決算規模＝総費用－減価償却費＋資本的支出 

 （２）法非適用企業の場合 

    決算規模＝総費用＋資本的支出＋積立金＋繰上充用金 

３ 収益的収支 

  １事業年度の企業の経営活動に伴い発生が予定されるすべての収益とそれに対応するすべての費用

をいい、企業の経営状況（損益計算）を示す。 

４ 資本的収支（資本的支出・資本的収入） 

  企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良にかかる企業債償還金等の支出（資本的

支出）とその財源となる地方債、補助金等の収入（資本的収入）をいう。 

５ 経常収支比率     

  次の算式によって求められ、これが100％以上の場合は経常黒字を、100％未満の場合は経常赤字を

表すこととなる。 

  経常収支比率＝経常収益÷経常費用×100(％) 

６ 未処分利益剰余金 

  当年度の企業の営業活動の結果生じた純利益は、前年度からの繰越利益剰余金がある場合には、こ

れとあわせて「未処分利益剰余金」に振り替えられる。また、前年度から繰り越された欠損金がある

場合には、その欠損金をうめ、なお残額がある場合にその残額が「未処分利益剰余金」となる。 

  すなわち、未処分利益剰余金とは、まだ特定の使途目的を持たずに白紙のままの利益をプールして

おく剰余金であり、決算処分により積立金（利益積立金、減債積立金、建設改良積立金等）として積

み立てられたり、処分されず繰越利益剰余金として次年度に繰り越されたりすることとなる。 

７ 未処理欠損金 

  前年度から繰り越された欠損金に、当年度の企業の営業活動の結果生じた純利益又は純損失の額を

加減した額をいう。 

８ 実質資金不足額 

流動資産（翌年度に繰り越される支出の財源充当額を除く）に対する流動負債（翌年度に建設改良

等の財源に充てるための企業債等を除く）の超過額のことで、資金収支の累積不足額を表す。経営状

況の悪化の度合を示す尺度とされる。 

９ 実質収支 

  法非適用企業において、当該年度に属する収入と支出の実質的な差額を表すこととなる。 

  実質収支＝形式収支－翌年度へ繰越すべき財源 

形式収支＝収支再差引（収益的収支＋資本的収支）＋収益的支出に充てた地方債＋収益的収支に充

てた他会計借入金＋前年度からの繰越金－積立金－前年度繰上充用金 

 


