
議案第２１号 令和４年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第２０号  令和４年度龍ケ崎市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 



議案第２０号 

令和４年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号） 

令和４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１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 6,992 千円を追加

し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 1,732,992 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。 

令和４年９月２日提出 

龍ケ崎市長 萩 原 勇 
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　歳　入 (単位   千円)

3 繰入金 868,803 6,992 875,795

1 一般会計繰入金 868,803 6,992 875,795

1,726,000 6,992 1,732,992

　歳　出 (単位   千円)

1 総務費 41,774 7,178 48,952

1 総務管理費 31,802 8,771 40,573

2 徴収費 9,972 △1,593 8,379

3 保健事業費 42,923 △186 42,737

2 その他保健事業費 23,198 △186 23,012

1,726,000 6,992 1,732,992

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正
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議案第２１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３項  特別利益

    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１項  営業費用  

      第３項  特別損失

　　第２款　農業集落排水事業費用

      第１項  営業費用  

　（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１項  建設改良費  

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

　(既決予定額)   (補正予定額)    (　計　)

(1) 職員給与費

  （他会計からの補助金）

第５条　予算第９条中，「401,991千円」とあるのを「404,338千円」に改める。

5千円 △5千円 0千円

155 千円 399千円 554千円

64,695 千円 818千円 65,513 千円

　　第１款　公共下水道事業資本的支出 1,346,337 千円 189千円 1,346,526 千円

123,217 千円 189千円 123,406 千円

541,319 千円

175,808 千円 △45,911千円 129,897 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

820,507千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,233千円，減債

積立金42,407千円，当年度分損益勘定留保資金419,384千円及び当年度利益剰余金処分額

350,483千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

　　第１款　公共下水道事業資本的収入 587,230 千円 △45,911千円

  次のとおり補正する。

41,838 千円 △691千円 41,147 千円

2,149,504 千円 2,450千円 2,151,954 千円

46,982 千円 △691千円 46,291 千円

2,320,661 千円 2,849千円 2,323,510 千円

56,322 千円 △691千円 55,631 千円

2,650,738 千円 48,949千円 2,699,687 千円

令和４年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（第１号）

令和４年度龍ケ崎市の下水道事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるとこ

　ろによる。

令和４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。 

60,401 千円 △691千円 59,710 千円

1,308,547 千円 48,954千円 1,357,501 千円
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  （利益剰余金の処分）

第６条

　　令和４年９月２日提出

 龍ケ崎市長　萩　原　 勇

予算第１０条中，「307,400千円」とあるのを「350,483千円」に改める。
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（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 2,650,738 48,949 2,699,687

事業収益 2 営業外収益 1,308,547 48,954 1,357,501

3 他会計補助金 182,475 48,949 231,424

5 雑収益 506 5 511

3 特別利益 5 △ 5 0

1 過年度損益修正益 5 △ 5 0

2 農業集落排 60,401 △ 691 59,710

水事業収益 2 営業外収益 56,322 △ 691 55,631

3 他会計補助金 33,588 △ 691 32,897

2,711,139 48,258 2,759,397

（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 2,320,661 2,849 2,323,510

事業費用 1 営業費用 2,149,504 2,450 2,151,954

1 管渠費 36,648 1,130 37,778

5 総係費 58,931 1,320 60,251

3 特別損失 155 399 554

1 過年度損益修正損 155 399 554

2 農業集落排 46,982 △ 691 46,291

水事業費用 1 営業費用 41,838 △ 691 41,147

5 総係費 11,220 △ 691 10,529

2,367,643 2,158 2,369,801

目

20

計

計既決予定額項 備　考

計

既決予定額

款

支　　　出

項

令和４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 備　考目 計
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（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 587,230 △ 45,911 541,319

事業資本的 2 他会計補助金 175,808 △ 45,911 129,897

収入 1 他会計補助金 175,808 △ 45,911 129,897

617,450 △ 45,911 571,539

（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 1,346,337 189 1,346,526

事業資本的 1 建設改良費 123,217 189 123,406

支出 1 管渠建設改良費 95,394 189 95,583

1,391,857 189 1,392,046

款

計

目 計

既決予定額

既決予定額

支　　　出

備　考

計

項 目

計

項

21

資本的収入及び支出

収　　　入

款

備　考
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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 378,922,158

減価償却費 1,547,825,018

固定資産除却費 439,087

貸倒引当金の増減額（△は減少） 223,992

賞与引当金の増減額（△は減少） 171,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 55,000

長期前受金戻入額 △1,128,531,669

支払利息及び企業債取扱諸費 115,731,974

未収金の増減額（△は増加） 84,171

未払金の増減額（△は減少） △10,585,405

　　小　計 904,335,326

支払利息及び企業債取扱諸費 △115,731,974

業務活動によるキャッシュ・フロー 788,603,352

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 △145,462,910

無形固定資産の取得による支出 △40,735,819

国庫補助金等による収入 38,090,909

負担金等による収入 2,292,728

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 140,001,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,814,092

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 459,400,000

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 △1,268,639,313

財務活動によるキャッシュ・フロー △809,239,313

　資金増加額（又は減少額） △26,450,053

　資金期首残高 95,942,465

　資金期末残高 69,492,412

令和４年度龍ケ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和４年４月１日から令和５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 364,790,593

減価償却費 1,528,190,791

固定資産除却費 439,087

貸倒引当金の増減額（△は減少） 253,579

賞与引当金の増減額（△は減少） 186,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 56,000

長期前受金戻入額 △1,110,708,772

支払利息及び企業債取扱諸費 111,275,987

未収金の増減額（△は増加） 169,586

未払金の増減額（△は減少） △10,179,357

　　小　計 884,473,494

支払利息及び企業債取扱諸費 △111,275,987

業務活動によるキャッシュ・フロー 773,197,507

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 △145,462,910

無形固定資産の取得による支出 △40,735,819

国庫補助金等による収入 38,090,909

負担金等による収入 2,292,728

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 129,881,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,934,092

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 439,300,000

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 △1,223,119,603

財務活動によるキャッシュ・フロー △783,819,603

　資金増加額（又は減少額） △26,556,188

　資金期首残高 84,773,078

　資金期末残高 58,216,890

令和４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４年４月１日から令和５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 14,131,565

減価償却費 19,634,227

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29,587

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） △1,000

長期前受金戻入額 △17,822,897

支払利息及び企業債取扱諸費 4,455,987

未収金の増減額（△は増加） △85,415

未払金の増減額（△は減少） △406,048

　　小　計 19,861,832

支払利息及び企業債取扱諸費 △4,455,987

業務活動によるキャッシュ・フロー 15,405,845

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 10,120,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,120,000

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 20,100,000

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 △45,519,710

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,419,710

　資金増加額（又は減少額） 106,135

　資金期首残高 11,169,387

　資金期末残高 11,275,522

令和４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４年４月１日から令和５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

　　　　　建物

　　　　　構築物

　　　　　機械及び装置

　　　　　工具，器具及び備品

　　　　　　各資産の耐用年数は，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）及び，「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の

        　勘定科目等について（通知）」（平成２４年総財公第９９号）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

　　　　　施設利用権　　　３５年

　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。

令和４年度　　注　記　
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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302,834千円である。

Ⅲ　セグメント情報

　１　報告セグメントの概要

　　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

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

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3,081,675千円，農

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

　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４年度（令和４年４月１日から令和５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

1,225,928,000 3,709,000 1,229,637,000

2,101,244,878 39,754,227 2,140,999,105

△875,316,878 △36,045,227 △911,362,105

365,294,593 14,131,565 379,426,158

31,416,787,845 596,993,238 32,013,781,083

29,087,830,445 552,834,489 29,640,664,934

62,820,000 － 62,820,000

0

361,305,000 43,017,000 404,322,000

1,528,190,791 19,634,227 1,547,825,018

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

186,198,729 0 186,198,729

支払利息及び企業債取
扱諸費

111,275,987 4,455,987 115,731,974

0 0

504,000 0 504,000
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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

Ⅴ　その他

　１　引当金の取り崩し

 　(1)　賞与引当金の取り崩し

 　(2)　法定福利費引当金の取り崩し

 　(3)　貸倒引当金の取り崩し

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 5,024,841

１年超 5,552,976

計 10,577,817

当年度において，６月支給の期末手当及び勤勉手当の支払いのため，賞与引当金を公共下水道

　　　事業分3,928,000円，農業集落排水事業分363,000円取り崩す。

当年度において，６月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費支払いのため，法定福利

　　　費引当金を公共下水道事業分755,000円，農業集落排水事業分67,000円取り崩す。

当年度において，債権の不納欠損処理に伴い，貸倒引当金を公共下水道使用料分6,144,449円，

　　　下水道受益者負担金分297,972円，農業集落排水使用料分96,587円取り崩す。
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