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平成２８年度市町村公営企業決算の概要 

 

愛知県内市町村（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２８年度決算の概要は、次のとおりです。 

 

１ 事業数（別表 第１表(P12)参照） 

 

 

 

 

 

 

 

・事業数は、法適用企業が５事業の増加、法非適用企業が１事業の減少となって

いる。 

・法適用企業については、下水道事業で新たに法適用となったことにより４事業

が増加、新規事業として１事業の計５事業が増加している。 

 

 

 

・法非適用企業については、法適用となったことにより下水道事業３事業、農業

集落排水事業１事業が減少し、新規事業として観光事業１事業、下水道事業１

事業、電気事業１事業の計３事業が増加している。 

 

 

 

 

 

平成２８年度末における事業数は２１４事業で、２７年度に比べ４事業増加してい

る。 

（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(※1)」という。） 

    ・・・ ８７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(※2)」という。） 

    ・・・１２７事業 

法適用企業 

増加（法適用化）：下水道事業（半田市〈公共下水道〉、春日井市〈公共下水道〉、 

新城市〈公共下水道・農業集落排水〉） 

増加（新規事業）：下水道事業（新城市〈地域下水道〉） 

 

 法非適用企業 

減少（法適用化）：下水道事業（半田市〈公共下水道〉、春日井市〈公共下水道〉、 

新城市〈公共下水道・農業集落排水〉）  

増加（新規事業）：観光事業（名古屋市） 

下水道事業（設楽町〈特定環境保全公共下水道〉） 

電気事業（豊明市） 
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法適用企業（※1）  

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
（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）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、こうした企業以外の企業で、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ことにより法を適用す
ることができるものである。 

法非適用企業（※2）  

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（別表 第２表(P13)参照） 

 

 

 

 

・法適用企業の決算規模が増加した主な理由は、病院事業の病棟改築等に伴う資

本的支出(※4)が増加したこと及び下水道事業における法適用事業数が増加した

ことによるものである。 

・法非適用企業の決算規模が減少した主な理由は、下水道事業における法非適用

事業数が減少したことによるものである。 

 

 

 

 

決算規模（※3）  

・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 

・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 

資本的収支（資本的支出・資本的収入）（※4）  

企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良費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。 

 

平成２８年度の決算規模 (※3)は法適用企業が7,430億7,000万円（対２７年度 

1.4％増）、法非適用企業は 1,129億6,500万円（対２７年度 9.4％減）となって

おり、あわせて8,560億3,500万円で、２７年度に比べ0.1％（11億300万円）減

少している。 

〈用語説明〉 

〈用語説明〉 
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３ 法適用企業の決算状況（別表 第３表(P14)参照） 

（１）黒字・赤字別事業数 

 

 

 

 

 

 

 

・純損益が赤字である１９事業の内訳は、病院事業が１２事業（２０事業中）、

下水道事業が７事業（１９事業中）となっている。 

・２７年度赤字であった事業のうち、上水道事業２事業、病院事業２事業、下水

道事業１事業の計５事業が、２８年度は黒字となっている。 

・２７年度黒字であった事業のうち、病院事業３事業、下水道事業２事業の計５

事業が、２８年度は赤字となっている。 

法適用企業８７事業における、純損益の状況は、 

 黒字事業が６８事業で、全事業の 78.2％ 

  赤字事業が１９事業で、全事業の 21.8％ 

となっており、黒字事業については３事業、赤字事業については２事業が増加

している。 

これは、２８年度に増加した５事業のうち、３事業が黒字事業、２事業が赤

字事業であったためである。 
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（２）収支状況 

ア 収益的収支（※5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

・２７年度に比べ純損益、経常損益ともに増加した事業は交通事業及び上水道事

業の２事業である。純損益は交通事業で51億7,200万円（対前年度比38.3％）、

上水道事業で11億5,300万円（同9.1％）の増加、経常損益は交通事業で44億

5,500万円（同32.1％）、上水道事業で4億7,500万円（同3.6％）の増加となっ

ている。 

・その主な増加要因は、交通事業は純損益、経常損益ともに名古屋市の地下鉄事

業において運輸収益及び特例債元金償還金の増に伴う他会計補助金が増加した

こと及び企業債利息が減少したことによるものである。 

・また、上水道事業は、純損益の主な増加要因としては、名古屋市において退職

給付引当金の引当額が減少したことによるものである。また、経常損益の主な

増加要因としては、名古屋市、豊田市始め４０団体で企業債利息が減少したこ

とによるものである。 

 
収益的収支（※5）  

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。 

経常収支比率（※6）      

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(％) 

平成２８年度における純損益は305億5,700万円の黒字、経常損益も306億

4,200万円の黒字となっている。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が純損益、経常損益ともに黒字となっており、病院

事業が赤字となっている（別表 第３表(P14)参照）。 

経常収支比率は105.1％と２７年度(104.8％)からやや改善している。 

 平成２８年度 平成２７年度 増 減 増減率 

総収益 6,339億1,100万円 6,193億7,100万円 145億4,100万円 2.3％ 

総費用 6,033億5,500万円 5,926億2,000万円 107億3,500万円 1.8％ 

純損益 305億5,700万円 267億5,100万円 38億 600万円 14.2％ 

経常収益 6,313億2,300万円 6,140億 800万円 173億1,600万円 2.8％ 

経常費用 6,006億8,200万円 5,857億9,700万円 148億8,500万円 2.5％ 

経常損益   306億4,200万円   282億1,100万円 24億3,000万円 8.6％ 

経常収支比率(※6)         105.1％         104.8％  0.3％ － 

  ※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 

〈用語説明〉 
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イ 資本的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業別の資本的支出は、下水道事業が1,075億7,700万円（資本的支出全体の

37.0％）で最も大きく、次いで上水道事業が742億2,600万円（同25.5％）とな

っている。 

・２７年度に比べ資本的支出が増加した主な事業は、下水道事業で41億9,100万

円（対２７年度比4.1％）の増加と最も大きく、次いで病院事業で31億2,200万

円（同8.2％）の増加となっている。 

・資本的支出の主な増加要因は、下水道事業の事業数の増加及び病院事業におい

て病棟改築等が増加したことによるものである。 

   

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度における建設改良費等の資本的支出は2,910億5,500万円で、 

２７年度（2,833億8,200万円）に比べ76億7,300万円（2.7％）増加している。  

事業別に見ると、２７年度に比べ、病院事業、下水道事業、工業用水道事業

及び交通事業は増加し、上水道事業は減少している（別表 第３表(P14)参照）。 
 

 平成２８年度 平成２７年度 増 減 増減率 

資本的収入   1,159億8,500万円   1,118億1,800万円 41億6,700万円 3.7％ 

資本的支出   2,910億5,500万円   2,833億8,200万円 76億7,300万円 2.7％ 

差引不足額 △1,753億8,700万円 △1,716億4,100万円 △37億4,600万円 △2.2％ 

  ※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。 

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等の内部資

金で補塡している。 

区分 
年度 
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（３）主な事業別決算 

ア 上水道事業（４３事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業別では、２７年度の純損益及び経常損益が赤字の新城市では資産減耗費の

減少により、愛西市では料金改定による給水収益の増加により、黒字となって

いる。 

   

上水道事業は、純損益全体で137億9,700万円の黒字、経常損益全体も138億

4,500万円の黒字となり、純利益、純損益共に４３事業全て黒字となっている。 

経常収支比率は 110.8％と平成２７年度（110.5％）をやや上回っている（参

考資料 １（１）(P16)参照）。 
 

 平成２８年度 平成２７年度 増 減 増減率 

総収益 1,416億9,000万円 1,416億9,300万円 △300万円 △0.0％ 

総費用 1,278億9,300万円 1,290億4,900万円 △11億5,600万円 △0.9％ 

純損益 137億9,700万円 126億4,400万円 11億5,300万円 9.1％ 

経常収益 1,415億4,000万円 1,412億6,100万円 2億7,900万円 0.2％ 

経常費用 1,276億9,600万円 1,278億9,200万円 △1億9,600万円 △0.2％ 

経常損益 138億4,500万円 133億7,000万円 4億7,500万円 3.6％ 

経常収支比率 110.8％ 110.5％ 0.3％ － 

  ※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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イ 病院事業（２０事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・西尾市、東栄町の２事業で純損益及び経常損益が赤字から黒字となっており、

その主な要因は、医療提供体制を安定的に継続するための繰入金が増額された

ことによるものである。 

・純損益が黒字から赤字となったのは３事業（名古屋市、岡崎市、あま市）であ

り、その主な要因は、名古屋市、岡崎市は医療提供体制充実のための職員数増

加、あま市は新病院開院に伴う減価償却費の増加により、経常費用が増額した

ことによるものである。 

・３事業のうち、経常損益が黒字から赤字となったのはあま市１事業であり、そ

の主な要因は純損益と同様である。なお、名古屋市、岡崎市の２事業は、２７

年度に引き続き赤字となっている。 

 

 

 

病院事業は、純損益全体で48億5,700万円の赤字、経常損益全体も48億5,000

万円の赤字となっている。 

２７年度と比較すると、赤字額は純損益で26億7,600万円、経常損益で22億

9,000万円の拡大となり、赤字事業数（純損益ベース）も１１事業から１２事

業へ１事業増加している。 

経常収支比率も 98.1％と平成２７年度（99.0％）よりやや悪化している

（参考資料 １（２）(P17)参照）。 
 

 平成２８年度 平成２７年度 増 減 増減率 

総収益 2,519億円 2,520億8,000万円 △1億8,000万円 △0.1％ 

総費用 2,567億5,600万円 2,542億6,000万円 24億9,600万円 1.0％ 

純損益 △48億5,700万円 △21億8,100万円 △26億7,600万円 △122.7％ 

経常収益 2,500億1,900万円 2,481億5,600万円 18億6,400万円 0.8％ 

経常費用 2,548億7,000万円 2,507億1,600万円 41億5,400万円 1.7％ 

経常損益 △ 48億5,000万円 △ 25億6,000万円 △22億9,000万円 △89.4％ 

経常収支比率 98.1％ 99.0％ △0.9％ － 

  ※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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ウ 下水道事業（１９事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総収益及び総費用ともに増加した主な要因は、半田市（公共下水道）、春日井

市（公共下水道）、新城市（公共下水道、農業集落排水）の３団体４事業が法

非適用事業から法適用事業へ移行したこと、及び新城市（地域下水道）が新た

に法適用事業となったことによるものである。 

・２７年度に純損益が赤字であった豊橋市（公共下水道）は、原油安の影響で動

力費が減少したことにより黒字となった（経常損益は２７年度も黒字）。 

・２７年度に純損益、経常損益ともに黒字であった稲沢市の２事業（公共下水道、

特定環境保全公共下水道）は、雨水処理に係る一般会計からの繰入金の減少及

び管渠費用の増加により、純損益、経常損益ともに赤字となった。 

・法非適用事業から法適用事業へ移行した３団体４事業（半田市〈公共下水道〉、

春日井市〈公共下水道〉、新城市〈公共下水道・農業集落排水〉）及び新たに法

適用事業となった１団体１事業（新城市〈地域下水道〉）のうち、３事業（半

田市〈公共下水道〉、春日井市〈公共下水道〉、新城市〈地域下水道〉）は黒字、

２事業（新城市〈公共下水道・農業集落排水〉）は赤字となった。 

 

下水道事業は、純損益全体で28億6,000万円の黒字、経常損益全体でも32億

5,600万円の黒字となり、黒字１２事業、赤字７事業となっている。 

経常収支比率は102.8％で平成２７年度（103.2％）よりやや下回っている

（参考資料 １（３）(P17)参照）。 
 

 平成２８年度 平成２７年度 増 減 増減率 

総収益 1,200億9,600万円 1,088億9,600万円 112億  100万円 10.3％ 

総費用 1,172億3,600万円 1,062億3,600万円 110億円 10.4％ 

純損益 28億6,000万円 26億5,900万円 2億  100万円 7.6％ 

経常収益 1,199億  300万円 1,087億8,900万円   111億1,400万円 10.2％ 

経常費用 1,166億4,800万円 1,053億6,900万円   112億7,900万円 10.7％ 

経常損益 32億5,600万円 34億2,100万円   △1億6,500万円 △4.8％ 

経常収支比率 102.8％ 103.2％ △0.4％ － 

※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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エ 交通事業（３事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・純損益、経常損益ともに増加した要因は、特に名古屋市の地下鉄事業において

運輸収益及び特例債元金償還金の増に伴い総収益が大幅に増加したこと及び企

業債利息の減に伴い総費用が減少したことによるものである。 

交通事業は、名古屋市（バス事業、地下鉄事業）、西尾市（渡船事業）の３事

業である。純損益全体で186億8,000万円の黒字、経常損益全体も183億1,600万

円の黒字となり、２７年度に引き続いて全事業黒字となっている。 

経常収支比率は 118.2％と平成２７年度（113.7％）から改善している（参考

資料 １（５）(P18)参照）。 

 

 平成２８年度 平成２７年度 増 減 増減率 

総収益 1,192億9,300万円 1,157億5,500万円 35億3,900万円 3.1％ 

総費用 1,006億1,300万円 1,022億4,600万円 △16億3,300万円 △ 1.6％ 

純損益  186億8,000万円  135億  800万円 51億7,200万円  38.3％ 

経常収益 1,189億2,900万円 1,148億5,400万円  40億7,600万円 3.5％ 

経常費用 1,006億1,300万円 1,009億9,300万円 △ 3億7,900万円 △ 0.4％ 

経常損益 183億1,600万円 138億6,100万円  44億5,500万円  32.1％ 

経常収支比率 118.2％ 113.7％ 4.5％ － 

 ※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。 

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(P15)参照） 

（１）実質収支 

 

 

 

 

 

 

 

・法非適用企業全体（１２７事業）の実質収支は、65億5,800万円の黒字となり、

２７年度（59億8,600万円）と比べて5億7,200万円（9.6％）増加している（別

表 第４表(P.15)参照）。 

・２７年度に比べて実質収支が増加した事業は下水道事業（公共・特環）、簡易

水道事業、駐車場整備事業の３事業で、そのうち下水道事業（公共・特環）が

4億9,000万円（18.3％）の増と最も大きくなっている。 

・一方、２７年度に比べて実質収支が減少した事業は５事業あり、宅地造成事業

が3億2,500万円（△14.1％）の減と最も大きくなっている。 

・また、２８年度新規事業である電気事業の実質収支は黒字となっている。 

 

 

実質収支（※9）  

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 

本県の法非適用事業は、簡易水道事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事

業、駐車場整備事業、宅地造成事業、下水道事業（公共下水道、特別環境保全公

共下水道）、下水道事業（農業集落排水、漁業集落排水）介護サービス事業、電

気事業の１０事業となっている。 

法非適用企業の実質収支(※9)は、平成２７年度（１２８事業）に引き続き全事

業（１２７事業）が黒字となっている（別表 第４表(P15)参照）。 

〈用語説明〉 
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（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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・収益的収支及び資本的収支は、下水道事業のうち４事業が法適用事業へ移行し

たことに伴い、２７年度に比べ収入、支出ともに減少している。 

・資本的収支の差引額に対し、収益的収支の差引額が上回っていること等により、

実質収支は黒字となっている。なお、２７年度は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た。 

ア 収益的収支 

 平成２８年度 平成２７年度 増 減 増減率 

総収益 565億4,900万円 644億5,700万円 △79億  800万円 △12.3％ 

総費用 376億  100万円 427億 500万円 △51億 500万円 △12.0％ 

差引 189億4,800万円 217億5,200万円 △28億 400万円 △12.9％ 

 ※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。 

 

イ 資本的収支 

 平成２８年度 平成２７年度 増 減 増減率 

資本的収入 587億2,800万円 591億1,200万円 △3億8,400万円 △0.6％ 

資本的支出 747億1,900万円 814億1,600万円 △66億9,800万円 △8.2％ 

差引 △ 159億9,100万円 △ 223億 500万円 63億1,400万円 28.3％ 

 ※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 


