
 
議案第29号 令和２年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（ 

第３号） 
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議案第２９号

　（総則）

第１条　

　（業務の予定量）

第２条　

めた業務の予定量を次のとおり補正する。

          ( 項   目 ) 　(既決予定量)   (補正予定量)    (　計　)

（公共下水道事業）

(2) 年間有収水量

(3) 一日平均有収水量

　（収益的収入及び支出）

第３条　

          ( 科   目 ) 　(既決予定額)   (補正予定額)    (　計　)

(1) 収　入

　　第１款   公共下水道事業収益

      第１項  営業収益  

      第２項  営業外収益  

(2) 支　出

　　第１款　公共下水道事業費用

      第１項  営業費用  

      第３項  特別損失  

　（資本的収入及び支出）

第４条

          ( 科   目 ) 　(既決予定額)   (補正予定額)    (　計　)

(1) 収　入

      第１項  企業債

      第３項  国庫補助金

(2) 支　出

      第１項  建設改良費  

      第２項  企業債償還金  

373,544 千円 34,904千円 408,448 千円

1,103,700 千円 6,546千円 1,110,246 千円

△100千円 452,700

1,518,694 千円

127,710 千円 17,500千円 145,210 千円

　　第１款　公共下水道事業資本的支出 1,477,244 千円 41,450千円

17,400千円

2,061,644 千円 84,718千円

千円

43,709 千円 1,249千円 44,958 千円

733,154 千円

予算第４条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

806,086千円は，当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,633千円，当年度損

益勘定留保資金550,151千円及び当年度利益剰余金235,302千円で補てんするものとす

　る。）」に改め，同条中資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　　第１款　公共下水道事業資本的収入 715,754 千円

452,800 千円

85,967千円 2,397,841 千円

2,508,918 千円 97,638千円 2,606,556

令和２年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（第３号）

令和２年度龍ケ崎市の下水道事業会計補正予算（第３号）は，次に定めるとこ

　ろによる。

予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

7,517,000 ㎥ △39,840 ㎥ 7,477,160 ㎥

20,594 ㎥ △109 ㎥ 20,485

令和２年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（以下「予算」という。）第２条に定

㎥

△30,000千円 1,284,160 千円

1,194,753 千円 127,638千円 1,322,391 千円

千円

1,314,160 千円

2,146,362 千円

2,311,874 千円
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  （利益剰余金の処分）

第５条

  （他会計からの補助金）

第６条　

  （債務負担行為）

第７条　

　　令和３年３月１日提出

 龍ケ崎市長　中　山　一　生

予算第１１条に定めた債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額に次

（単位   千円）

のとおり追加する。

予算第９条中，「188,547千円」とあるのを「235,302千円」に改める。

予算第１０条中，「418,139千円」とあるのを「523,537千円」に改める。

事　　　　　項

公営企業会計及び消費税申告支援業務委託契約 1,100
令和2年度から
令和3年度まで

限 度 額期　間
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Ⅰ　重要な会計方針

　令和２年度より，地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

　１　固定資産の減価償却の方法

 　(1)　有形固定資産

      ア　減価償却の方法

　　　  　定額法による。

      イ　主な耐用年数

　　　　　地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３号）別表第２号（第１４条及び第１

        ５条関係）による。

   (2)　無形固定資産

      ア　減価償却の方法

　　　　　定額法による。

      イ　主な耐用年数

　　　　　地方公営企業法施行規則別表第３号（第１６条関係）による。

　２　引当金の計上方法

 　(1)　退職給付費引当金

　　　　本市は，退職手当組合の茨城県市町村総合事務組合に加入しており，追加負担金は一般会計が全

　　　額負担する取扱いとしているため，退職給付費引当金は計上していない。

 　(2)　賞与引当金

　　　　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため，当年度末における支給見込額に基づき，当年

　　　度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

 　(3)　法定福利費引当金

　　　　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため，当年度末における支

　　　給見込額に基づき，当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

 　(4)　貸倒引当金

　　　　債権の不納欠損による損失に備えるため，貸倒実績率等により回収不能見込み額を計上している。

　３　消費税等の会計処理

　　　財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式による。

Ⅱ　予定貸借対照表等関連

　　企業債の償還に係る他会計の負担　

　　　貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のもの

　　も含む。）のうち，他会計が負担すると見込まれる額は4,381,752千円である。

Ⅲ　セグメント情報

　　龍ケ崎市下水道事業は，公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており，各事業ごとに財務諸

　表を作成し財務情報の内訳を開示している。

　注　　　　記　
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（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 2,508,918 97,638 2,606,556

事業収益 1 営業収益 1,314,160 △30,000 1,284,160

1 下水道使用料 1,258,399 △30,000 1,228,399

2 営業外収益 1,194,753 127,638 1,322,391

2 国庫補助金 6,785 △100 6,685

4 他会計補助金 228,601 105,398 333,999

5 長期前受金戻入 948,654 22,340 970,994

2,508,918 97,638 2,606,556

（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 2,311,874 85,967 2,397,841

事業費用 1 営業費用 2,061,644 84,718 2,146,362

1 管渠費 30,118 584 30,702

4 業務費 50,635 857 51,492

5 総係費 62,595 △181 62,414

6 流域下水道管理費 385,909 51,237 437,146

7 減価償却費 1,501,486 △1,434 1,500,052

8 資産減耗費 0 33,655 33,655

3 特別損失 43,709 1,249 44,958

2 その他特別損失 43,554 1,249 44,803

2,311,874 85,967 2,397,841

計

目項

備　考既決予定額目

収益的収入合計

収益的収入及び支出

収　　　入

支　　　出

収益的支出合計

計

令和２年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算実施計画

備　考款

款

既決予定額

項
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（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 715,754 17,400 733,154

事業資本的 1 企業債 452,800 △100 452,700

収入 2 流域下水道事業債 33,300 △100 33,200

3 国庫補助金 127,710 17,500 145,210

1 国庫補助金 127,710 17,500 145,210

715,754 17,400 733,154

（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 1,477,244 41,450 1,518,694

事業資本的 1 建設改良費 373,544 34,904 408,448

支出 1 管渠建設改良費 78,577 35,893 114,470

3 流域下水道建設費 36,292 △989 35,303

2 企業債償還金 1,103,700 6,546 1,110,246

1 企業債償還金 1,103,700 6,546 1,110,246

1,477,244 41,450 1,518,694

目

計

備　考

支　　　出

既決予定額

備　考既決予定額項 目

収　　　入

款

款 項

資本的収入及び支出

資本的収入合計

計

資本的支出合計
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１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 244,580,723

減価償却費 1,537,341,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,135,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,484,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 1,095,000

長期前受金戻入額 △987,189,000

受取利息及び受取配当金 △99

支払利息 158,964,739

未収金の増減額（△は増加） △77,271,402

未払金の増減額（△は減少） 25,222,443

　　小　計 914,362,404

利息及び配当金の受取額 99

利息の支払額 △158,964,739

業務活動によるキャッシュ・フロー 755,397,764

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △619,052,225

無形固定資産の取得による支出 △62,332,728

国庫補助金等による収入 297,210,000

負担金等による収入 3,321,000

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 146,335,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △234,518,953

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 638,100,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 △1,154,913,054

財務活動によるキャッシュ・フロー △516,813,054

　資金増加額（又は減少額） 4,065,757

　資金期首残高 10,737,401

　資金期末残高 14,803,158

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

　　      （単位　円）

令和２年度龍ケ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
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１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 244,170,177

減価償却費 1,500,052,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,056,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,808,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 951,000

長期前受金戻入額 △970,994,000

受取利息及び受取配当金 △99

支払利息 153,412,285

未収金の増減額（△は増加） △77,221,442

未払金の増減額（△は減少） 24,973,903

　　小　計 886,207,824

利息及び配当金の受取額 99

利息の支払額 △153,412,285

業務活動によるキャッシュ・フロー 732,795,638

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △619,052,225

無形固定資産の取得による支出 △62,332,728

国庫補助金等による収入 297,210,000

負担金等による収入 3,321,000

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 131,923,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △248,930,953

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 629,000,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 △1,110,245,346

財務活動によるキャッシュ・フロー △481,245,346

　資金増加額（又は減少額） 2,619,339

　資金期首残高 5,210,159

　資金期末残高 7,829,498

令和２年度龍ケ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（公共下水道事業）

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

　　      （単位　円）
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１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 410,546

減価償却費 37,289,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 79,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 676,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 144,000

長期前受金戻入額 △16,195,000

支払利息 5,552,454

未収金の増減額（△は増加） △49,960

未払金の増減額（△は減少） 248,540

　　小　計 28,154,580

利息の支払額 △5,552,454

業務活動によるキャッシュ・フロー 22,602,126

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 14,412,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,412,000

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 9,100,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 △44,667,708

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,567,708

　資金増加額（又は減少額） 1,446,418

　資金期首残高 5,527,242

　資金期末残高 6,973,660

令和２年度龍ケ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（農業集落排水事業）

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

　　 （単位　円）
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