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　（総則）

　（収益的収入及び支出）

収 入

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

支 出

千円 千円 千円

千円 千円 千円

　（他会計からの補助金）

第３条　予算第１０条中「４７，８２１千円」を「６５７，８２１千円」に改める。

　　第２項　営業外収益 393,056 610,000 1,003,056

5,645,444 5,000 5,650,444　　第１項　営業費用

　第１款　水道事業費用 5,935,845 5,000 5,940,845

議第７０号

第２条　令和４年度呉市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額）

　入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

令和４年度呉市水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和４年度呉市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。

（　　計　　）

　第１款　水道事業収益 6,327,402 5,000 6,332,402

　　第１項　営業収益 5,934,345 △605,000 5,329,345

－1－ 水道事業会計  



　

（単位：千円）

1

1

1

2

2

（単位：千円）

1

1

7

△605,000

システム改修費
の増額

339,556

支　　　出

業務費 334,556 5,000

営業費用 5,645,444 5,000

水道事業費用 5,935,845 5,000

補正予定額

△605,000

計 備考

5,650,444

5,940,845

1,003,056

657,821

5,329,345

4,903,199 水道料金の減額

610,000
一般会計補助金
の増額

5,934,345

款 項 目 既決予定額

47,821

給水収益 5,508,199

営業収益

一般会計補助金

610,000営業外収益 393,056

補正予算（第１号）に関する説明書

令和４年度呉市水道事業会計補正予算実施計画

項 目 既決予定額 補正予定額 計 備考

収益的収入及び支出

収　　　入

款

水道事業収益 6,327,402 6,332,4025,000

－2－ 水道事業会計  



　

（単位：千円）

　１　営業収益

(1) 給水収益 4,402,455 

(2) 受託工事収益 5,600 

(3) 管理受託収益 109,696 

(4) 一般会計負担金 29,196 

(5) その他営業収益 251,337 4,798,284 

　２　営業費用

(1) 原水費 523,749 

(2) 浄水費 140,546 

(3) 配水費 1,383,416 

(4) 給水費 289,101 

(5) 受託工事費 8,111 

(6) 管理受託費 104,442 

(7) 業務費 311,846 

(8) 総係費 759,472 

(9) 減価償却費 1,778,180 

(10)資産減耗費 77,652 

(11)その他営業費用 20 5,376,535 

営業損失 578,251 

　３　営業外収益

(1) 受取利息 491 

(2) 一般会計補助金 657,821 

(3) 分担金 56,443 

(4) 長期前受金戻入 276,614 

(5) 雑収益 6,026 997,395 

　４　営業外費用

(1) 支払利息 190,072 

(2) 雑支出 361 190,433 806,962 

経常利益 228,711 

　５　特別利益

(1) その他特別利益 1 1 

　６　特別損失

(1) その他特別損失 1 1 0 

　７　予備費

(1) 予備費 20,000 20,000 △20,000 

当年度純利益 208,711 

前年度繰越利益剰余金 1,406,640 

当年度未処分利益剰余金 1,615,351 

令和４年度呉市水道事業予定損益計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 6,327,402 5,000 6,332,402 

1 5,934,345 △605,000 5,329,345 

1 5,508,199 △605,000 4,903,199 

2 393,056 610,000 1,003,056 

2 47,821 610,000 657,821 

（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 補正予定額

1 5,935,845 5,000 5,940,845 

1 営業費用 5,645,444 5,000 5,650,444 

7 業務費 334,556   5,000 339,556 30 委託料 5,000 

水道事業費用

款・項・目

  (1) 収益的収入及び支出

　　　収入

款・項・目

給水収益

節

営業収益

営業外収益

一般会計補助金

水道事業収益

補正予算（第１号）説明内訳書

１　費目別内訳書

　　　支出

－4－ 水道事業会計  



　

（単位：千円） （単位：千円）

補正予定額

1 △605,000 水道料金の減額

1 610,000 一般会計補助金の増額

（単位：千円） （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 5,935,845 5,000 5,940,845 

1 営業費用 5,645,444 5,000 5,650,444 

○検針及び料金徴収事業 304,677   5,000 309,677 

検針・収納等業務委託等

 水道事業費用

　　　収入

節

 水道料金

事業

備考

 一般会計補助金

－5－ 水道事業会計  


