
修正履歴 

アセットマネジメント「簡易支援ツール」（Ver.2.1）の不具合について、以下のとおり修正しました。 

 

令和 3年 9月 10日（Ver.2.1.1→Ver.2.1.2） 

 簡易支援ツール 

・平準化年数設定の数式修正（初期設定、計算シート 4-2） 

 

令和 3年 5月 31日（Ver.2.1.0→Ver.2.1.1） 

 簡易支援ツール  

・「給水原価」「供給単価」の表記入れ替え（様式 9-0） 

・営業外収益の合計入力（様式 9-1） 

・「給水原価」「供給単価」の表記入れ替え（様式 9H-R2～9X-R4） 

・「供給単価」の数式修正（様式 9H-R2～9X-R4） 

・「給水原価」の数式修正（様式 9H-R2～9X-R4） 

・「給水原価」の数式修正（様式 9H-2～9X-4） 

・「給水原価」の数式修正（様式 9H-2 収益的G～様式 9X-4 収益的G） 

・様式 2作成ファイル名の修正（初期設定） 

・「リース債務」の数式修正（様式 9X-R2～様式 9X-R4） 

・「企業債の計算方法」の表記修正（様式 9X-2 方法～様式 9X-4 方法） 

・「資本的収支と資金残高」の説明修正（様式 18(3)まとめ、様式 18(4)まとめ） 

・「事業費と起債比率」の説明修正（様式 18(4)まとめ） 

・「⑨法定耐用年数」の設定修正（様式 2-1） 

 様式２作成ファイル 

・「管路施工単価表 新規布設の費用」の修正（単価情報） 

 マニュアル 

・参考文献表記の修正 

・管種選択に関する補足事項を追記 

 

 



新旧対照表 

アセットマネジメント「簡易支援ツール」（Ver.2.1.1→Ver.2.1.2） 【令和 3 年 9 月 10 日修正】 

該当箇所 修 正 前 修 正 後 

簡易ツール 

初期設定 

計算シート 4-2 

平準化年数設定の数式修正（P16～P18） 

・構造物・設備の「健全度・更新需要」算定処理の実行において平準化機能の更新資産の振

分けが 10年固定で行われていた。（初期設定の平準化年数設定が無効） 

平準化年数設定の数式修正（P16～P18） 

・構造物・設備の「健全度・更新需要」算定処理の実行および管路の「健全度・更新需要」算

定処理の実行マクロにて初期設定の平準化年数を「計算シート」に設定するように修正。 

 

  



新旧対照表 

アセットマネジメント「簡易支援ツール」（Ver.2.1.0→Ver.2.1.1）【令和 3年 5月 31 日修正】 

該当箇所 修 正 前 修 正 後 

簡易ツール 

様式 9-0 

「給水原価」「供給単価」の表記入れ替え（C52～C53） 

・給水原価が上段（C52）、供給単価が下段（C53）になっている。 

 

「給水原価」「供給単価」の表記入れ替え（C52～C53） 

・供給単価が上段（C52）、給水原価が下段（C53）に修正。 

 

簡易ツール 

様式 9-1 

営業外収益の合計入力（D20～I20） 

・営業外収益の合計欄（D20～I20）に数式が入力されていない。 

 

営業外収益の合計入力（D20～I20） 

・営業外収益の合計欄（D20～I20）に数式（18行+19行）を入力。 

 

 

  



新旧対照表 

アセットマネジメント「簡易支援ツール」（Ver.2.1.0→Ver.2.1.1）【令和 3年 5月 31 日修正】 

該当箇所 修 正 前 修 正 後 

簡易ツール 

様式 9H-R2 

様式 9H-R3 

様式 9H-R4 

様式 9K-R2 

様式 9K-R3 

様式 9K-R4 

様式 9X-R2 

様式 9X-R3 

様式 9X-R4 

「給水原価」「供給単価」の表記入れ替え（C51～C52） 

・給水原価が上段（C51）、供給単価が下段（C52） 

 

「給水原価」「供給単価」の表記入れ替え（C51～C52） 

・供給単価が上段（C51）、給水原価が下段（C52）に修正。 

 

簡易ツール 

様式 9H-R2 

様式 9H-R3 

様式 9H-R4 

様式 9K-R2 

様式 9K-R3 

様式 9K-R4 

様式 9X-R2 

様式 9X-R3 

様式 9X-R4 

「供給単価」の数式修正（D51～I51） 

・参照先が「国庫（県）補助金(31 行)」「工事負担金(32 行)」となっている。 

（修正前の表記は「給水原価」となっているが、本来「供給単価」が表示されるセル） 

 

「供給単価」の数式修正（D51～I51） 

・参照先が「年間有収水量（千m3）(6 行)」「給水収益(料金収入）(7 行)」に修正。 

 

 

 

  



新旧対照表 

アセットマネジメント「簡易支援ツール」（Ver.2.1.0→Ver.2.1.1）【令和 3年 5月 31 日修正】 

該当箇所 修 正 前 修 正 後 

簡易ツール 

様式 9H-R2 

様式 9H-R3 

様式 9H-R4 

様式 9K-R2 

様式 9K-R3 

様式 9K-R4 

様式 9X-R2 

様式 9X-R3 

様式 9X-R4 

「給水原価」の数式修正（D52～BE52） 

・D52～I52 の計算式（参照先）が誤っている。 

・J52～BE52の計算式に「長期前受金戻入(19、20 行)」が控除されていない。「支払利息（新

債）(24 行)」が加算されていない。 

（修正前の表記は「供給単価」となっているが、本来は「給水原価」が表示されるセル） 

 

「給水原価」の数式修正（D52～BE52） 

・D52～I52 の参照先を正しく修正。 

・J52～BE52 の計算式を修正し、「長期前受金戻入(19、20行)」を控除し、「支払利息（新債）

(24 行)」を加算した。 

 

 

簡易ツール 

様式 9H-2 

様式 9H-3 

様式 9H-4 

様式 9K-2 

様式 9K-3 

様式 9K-4 

様式 9X-2 

様式 9X-3 

様式 9X-4 

「給水原価」の数式修正（D27～BE27） 

・D27～BE27 の計算式に「長期前受金戻入(18 行)」が控除されていない。 

 

「給水原価」の数式修正（D27～BE27） 

・D27～BE27 の計算式を修正し「長期前受金戻入(18 行)」を控除した。 

 

 

  



新旧対照表 

アセットマネジメント「簡易支援ツール」（Ver.2.1.0→Ver.2.1.1）【令和 3年 5月 31 日修正】 

該当箇所 修 正 前 修 正 後 

簡易ツール 

様式 9H-2 収益的 G 

様式 9H-3 収益的 G 

様式 9H-4 収益的 G 

様式 9K-2 収益的 G 

様式 9K-3 収益的 G 

様式 9K-4 収益的 G 

様式 9X-2 収益的G 

様式 9X-3 収益的G 

様式 9X-4 収益的G 

「給水原価」の数式修正（D26～L26） 

・D26～L26 の計算式に「長期前受金戻入(17 行)」が控除されていない。 

 

「給水原価」の数式修正（D26～L26） 

・D26～L26 の計算式を修正し「長期前受金戻入(17 行)」を控除した。 

 

簡易ツール 

初期設定 

様式 2作成ファイル名の修正（E26） 

・様式２作成ファイル名がダウンロードした際のファイル名と整合していない。 

 

様式 2作成ファイル名の修正（E26） 

・様式に作成ファイル名をダウンロードした際のファイル名「y2-sakusei.xlsm」に修正した。 

 

 

  



新旧対照表 

アセットマネジメント「簡易支援ツール」（Ver.2.1.0→Ver.2.1.1）【令和 3年 5月 31 日修正】 

該当箇所 修 正 前 修 正 後 

簡易ツール 

様式 9X-R2 

様式 9X-R3 

様式 9X-R4 

「リース債務」の数式修正（O38～BE38） 

・O38～BE38 の参照先が誤っている。 

 

「リース債務」の数式修正（O38～BE38） 

・O38～BE38 の参照先を修正した。 

 

簡易ツール 

様式 9X-2 方法 

様式 9H-2 方法 

様式 9H-3 方法 

様式 9H-4 方法 

様式 9K-2 方法 

様式 9K-3 方法 

様式 9K-4 方法 

様式 9X-3 方法 

様式 9X-4 方法 

「企業債の計算方法」の表記修正（G23） 

・企業債の計算方法「起債依存率一律で設定」（G23）が実際の計算方法と整合していない。 

 

「企業債の計算方法」の表記修正（G23） 

・企業債の計算方法を「初期設定シートの条件に基づき算定」（G23）に修正。 

 

 

  



新旧対照表 

アセットマネジメント「簡易支援ツール」（Ver.2.1.0→Ver.2.1.1）【令和 3年 5月 31 日修正】 

該当箇所 修 正 前 修 正 後 

簡易ツール 

様式 18(3)まとめ 

様式 18(4)まとめ 

 

「資本的収支と資金残高」の説明修正（E8） 

・「資本的収支と資金残高」の説明（E8）が、実際の検討内容と整合していない。 

（起債比率は 20％一定ではない） 

 

「資本的収支と資金残高」の説明修正（E8） 

・「資本的収支と資金残高」の説明（E8）から、「（20％）」の記載を削除。 

 

 

簡易ツール 

様式 18(4)まとめ 

 

「事業費と起債比率」の説明修正（E8） 

・「事業費と起債比率」の説明（E8）が、実際の検討内容と整合していない。 

 

「事業費と起債比率」の説明修正（E8） 

・「事業費と起債比率」の説明（E8）を、実際の検討内容にあわせて修正。 

 

 

  



新旧対照表 

アセットマネジメント「簡易支援ツール」（Ver.2.1.0→Ver.2.1.1）【令和 3年 5月 31 日修正】 

該当箇所 修 正 前 修 正 後 

簡易ツール 

様式 2-1 

 

「⑨法定耐用年数」の設定修正（E8） 

・④工種で「計装」を選択すると、⑨法定耐用年数が設定されていないため算定処理時にエラ

ーがでる。 

 

「⑨法定耐用年数」の設定修正（E8） 

・④工種で「計装」を選択した場合に、⑨法定耐用年数が設定されるように不具合を解消。 

 

 

様式２作成ファイル 

単価情報 

 

「管路施工単価表 新規布設の費用」の修正 

・単価表には、消費税（５％）分が含まれていた。 

 

「管路施工単価表 新規布設の費用」の修正 

・消費税分を控除した単価に修正し、注記を追加。 

 

 

  



新旧対照表 

アセットマネジメント「簡易支援ツール」（Ver.2.1.0→Ver.2.1.1）【令和 3年 5月 31 日修正】 

該当箇所 修 正 前 修 正 後 

マニュアル 

P.3 

参考文献表記の修正 

・『水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き』（令和元年、厚生労働省健康局水道

課）の表記が誤り。 

 

参考文献表記の修正 

・『水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き』（平成 23年 12 月、厚生労働省健康

局水道課）に修正。 

 

マニュアル 

P.30 

(修正後 P.34) 

管種選択に関する補足事項を追記 

・管の用途、管種、口径、施工区分を選択する旨のみ記載。 

 

 

管種選択に関する補足事項を追記 

・既設管種が石綿セメント管、コンクリート管、鉛管、ポリエチレン管（高密度以外）の場合

の入力方法について、補足事項を追記。 

 

 

 


