
議案第１１号 令和３年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１２号　令和３年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（第２号）



議案第１１号 

令和３年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号） 

令和３年度龍ケ崎市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6,367 千円を追加

し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 1,686,769 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により

債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２

表 債務負担行為」による。 

令和３年１１月１７日提出 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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議案第１２号

　（総則）

第１条　

　（収益的収入及び支出）

第２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２項  営業外収益  

    第２款　農業集落排水事業収益

      第２項  営業外収益  

(2) 支　出

　　第１款　公共下水道事業費用

      第２項  営業外費用  

　　第２款　農業集落排水事業費用

      第２項  営業外費用  

　（資本的収入及び支出）

第３条

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

(1) 収　入

      第２項  他会計補助金

(2) 支　出

      第２項  企業債償還金  

      第２項  企業債償還金  

  （利益剰余金の処分）

第４条

  （他会計からの補助金）

第５条　

千円 473千円 52,194 千円

45,671 千円 473千円 46,144 千円

　　第２款　農業集落排水事業資本的支出 51,721

予算第９条中，「271,601千円」とあるのを「273,153千円」に改める。

予算第１０条中，「369,877千円」とあるのを「372,542千円」に改める。

1,217,211 千円 2,283千円 1,219,494 千円

　　第１款　公共下水道事業資本的支出 1,406,121 千円 2,283千円 1,408,404 千円

168,982 千円 1,204千円 170,186 千円

670,471 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

755,235千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,324千円，減債積立

金45,291千円，当年度分損益勘定留保資金421,467千円及び当年度利益剰余金処分額

273,153千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

　　第１款　公共下水道事業資本的収入 669,267 千円 1,204千円

　を次のとおり補正する。

5,152 千円 41千円 5,193 千円

42,946 千円 41千円 42,987 千円

57,350 千円 514千円 57,864 千円

186,673 千円 △132千円 186,541 千円

2,324,605 千円 △132千円 2,324,473 千円

令和３年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（第２号）

令和３年度龍ケ崎市の下水道事業会計補正予算（第２号）は，次に定めるとこ

　ろによる。

令和３年度龍ケ崎市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

　めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

1,278,157 千円 947千円 1,279,104 千円

2,635,985 千円 947千円 2,636,932 千円

53,231 千円 514千円 53,745 千円
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  （債務負担行為）

第６条　

　　令和３年１１月１７日提出

 龍ケ崎市長　中　山　一　生

農業集落排水処理施設等維持管理にかかる業務委託契約

公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約

賠償責任保険等加入申込

納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約

事　　　　　項 期　間 限 度 額

令和3年度から
令和4年度まで

163

令和3年度から
令和4年度まで

152

令和3年度から
令和4年度まで

6,711

令和3年度から
令和4年度まで

3,179

公営企業会計及び消費税申告支援業務委託契約
令和3年度から
令和4年度まで

1,100

債務負担行為を予算第１１条とし，債務負担行為をすることができる事項，期

　間及び限度額は，次のとおりと定める。　

（単位   千円）
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（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道事業 2,635,985 947 2,636,932

収益 2 営業外収益 1,278,157 947 1,279,104

3 他会計補助金 150,395 947 151,342

2 農業集落排水事 57,350 514 57,864

業収益 2 営業外収益 53,231 514 53,745

2 他会計補助金 34,508 514 35,022

2,693,335 1,461 2,694,796

（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道事業 2,324,605 △ 132 2,324,473

費用 2 営業外費用 186,673 △ 132 186,541

1 支払利息及び企 132,641 △ 132 132,509

業債取扱諸費

2 農業集落排水事 42,946 41 42,987

業費用 2 営業外費用 5,152 41 5,193

1 支払利息及び企 4,952 41 4,993

業債取扱諸費

2,367,551 △ 91 2,367,460

既決予定額

既決予定額

備　考

備　考

令和３年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　　入

款 項 目 計

計

支　　　出

款 項 目 計

計
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（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道事業 669,267 1,204 670,471

資本的収入 2 他会計補助金 168,982 1,204 170,186

1 他会計補助金 168,982 1,204 170,186

704,159 1,204 705,363

（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道事業 1,406,121 2,283 1,408,404

資本的支出 2 企業債償還金 1,217,211 2,283 1,219,494

1 企業債償還金 1,217,211 2,283 1,219,494

2 農業集落排水事 51,721 473 52,194

業資本的支出 2 企業債償還金 45,671 473 46,144

1 企業債償還金 45,671 473 46,144

1,457,842 2,756 1,460,598

項 既決予定額 計

目 計 備　考

資本的収入及び支出

収　　　入

款

既決予定額

目

計

備　考

計

支　　　出

款 項
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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 308,761,168

減価償却費 1,553,254,817

固定資産除却費 528,514

貸倒引当金の増減額（△は減少） △197,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △193,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） △273,000

長期前受金戻入額 △1,131,993,393

支払利息及び企業債取扱諸費 137,500,629

未収金の増減額（△は増加） 702,519

未払金の増減額（△は減少） △71,656,682

　　小　計 796,434,572

支払利息及び企業債取扱諸費 △137,500,629

業務活動によるキャッシュ・フロー 658,933,943

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 △179,215,000

無形固定資産の取得による支出 △64,379,273

国庫補助金等による収入 29,936,364

負担金等による収入 4,259,091

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 185,594,455

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,804,363

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 530,300,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △1,265,637,268

財務活動によるキャッシュ・フロー △735,337,268

　資金増加額（又は減少額） △100,207,688

　資金期首残高 116,074,186

　資金期末残高 15,866,498

(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

　　      （単位　円）

令和３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 293,255,617

減価償却費 1,532,852,352

固定資産除却費 528,514

貸倒引当金の増減額（△は減少） △183,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 120,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） △196,000

長期前受金戻入額 △1,113,950,393

支払利息及び企業債取扱諸費 132,508,419

未収金の増減額（△は増加） 758,239

未払金の増減額（△は減少） △71,130,912

　　小　計 774,562,836

支払利息及び企業債取扱諸費 △132,508,419

業務活動によるキャッシュ・フロー 642,054,417

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 △173,715,000

無形固定資産の取得による支出 △64,379,273

国庫補助金等による収入 29,936,364

負担金等による収入 4,259,091

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 170,152,455

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,746,363

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 511,400,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △1,219,493,547

財務活動によるキャッシュ・フロー △708,093,547

　資金増加額（又は減少額） △99,785,493

　資金期首残高 109,816,074

　資金期末残高 10,030,581

令和３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３年４月１日から令和４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 15,505,551

減価償却費 20,402,465

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △313,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） △77,000

長期前受金戻入額 △18,043,000

支払利息及び企業債取扱諸費 4,992,210

未収金の増減額（△は増加） △55,720

未払金の増減額（△は減少） △525,770

　　小　計 21,871,736

支払利息及び企業債取扱諸費 △4,992,210

業務活動によるキャッシュ・フロー 16,879,526

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 △5,500,000

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 15,442,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,942,000

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 18,900,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △46,143,721

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,243,721

　資金増加額（又は減少額） △422,195

　資金期首残高 6,258,112

　資金期末残高 5,835,917

令和３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３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

　　      （単位　円）
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Ⅰ　重要な会計方針

　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１５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

　　業集落排水事業分が328,254千円である。

令和３年度　　注　記　

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，公共下水道事業分が3,768,647千円，農
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Ⅲ　セグメント情報の開示

　１　報告セグメントの概要

　　運営方針等を策定していることから，公共下水道事業及び農業集落排水事業の２つを報告セグメント

　　としている。

　２　報告セグメントごとの営業収益等

　営業収益

　営業費用

　営業損益

　経常損益

　セグメント資産

　セグメント負債

　その他の項目

他会計繰入金

雨水処理負担金

他会計補助金

減価償却費

特別利益

特別損失

Ⅳ　リース契約により使用する固定資産

　１　リース取引の処理方法

　　行っている。

　２　オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

円

円

円

　　　龍ケ崎市の下水道事業会計は，公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており，各事業で

　　　なお，各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分 事業内容

　公共下水道事業 　公共下水道事業区域における汚水の排除及び処理，雨水排水

　農業集落排水事業 　農業集落排水事業区域における汚水の排除及び処理

　　　令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）　 （単位　円）

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 合計

1,240,322,000 3,745,000 1,244,067,000

2,087,981,866 36,416,465 2,124,398,331

△847,659,866 △32,671,465 △880,331,331

293,345,489 15,072,159 308,417,648

32,758,888,993 612,705,301 33,371,594,294

30,802,624,795 585,821,757 31,388,446,552

65,087,000 － 65,087,000

321,494,455 50,464,000 371,958,455

1,532,852,352 20,402,465 1,553,254,817

支払利息及び企業債取
扱諸費

132,508,419 4,992,210 137,500,629

243,594,273

オペレーティング・リース取引については，通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を

１年以内 5,774,292

51,128 433,392 484,520

141,000 － 141,000

386,581,455 50,464,000 437,045,455

１年超 10,577,817

計 16,352,109

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

238,094,273 5,500,000
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