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令和３年度北杜市下水道事業会計予算

（総　則）

第１条　令和３年度北杜市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　特定環境保全公共下水道事業

　（１）処理戸数　　  　　　　　　　１２，９９８戸

　（２）年間処理水量　　　　　３，５８７，４８９㎥

　（３）一日最大処理水量  　　　１９，４３０㎥／日

　（４）主な建設改良事業

　　　１）防災・安全社会資本整備交付金事業

　　　　　管路施設及び処理施設点検調査業務委託(明野町、高根町、長坂町地内)

　　

　農業集落排水事業

　（１）処理戸数　　　　　　　　　　　３，９６２戸

　（２）年間処理水量　　　　　１，０４０，１７９㎥

　（３）一日最大処理水量　　　　　５，５９６㎥／日

　（４）主な建設改良事業　　　　　　　　　　　なし        

　特定地域生活排水処理事業

　（１）処理戸数　　　　　　　　　　　　　１０５戸

　（２）年間処理水量　　　　　 　 　１８，１３５㎥　

　（３）主な建設改良事業　　　　　　　　　　　なし　　　　　　　

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　収　　　　　　入

第１款　事業収益      　  　　　                     

　第１項　（特環）営業収益                               

　第２項　（特環）営業外収益                         

　第４項　（農集）営業収益                              

　第５項　（農集）営業外収益                             

　第７項　（特排）営業収益                                   

　第８項　（特排）営業外収益                               

　　　　　支　　　　　　出

第１款　事業費用   　　　                            

　第１項　（特環）営業費用                           

　第２項　（特環）営業外費用                             

　第５項　（農集）営業費用                               

　第６項　（農集）営業外費用                             

　第９項　（特排）営業費用                                   

　第１０項（特排）営業外費用  　                                 　

２，８００，９４７千円 

４７３，７７６千円 

１，５０４，３２９千円 

 １１１，８２９千円 

６９８，７２０千円 

１，９７０千円 

１０，３２３千円 

７０９，４６０千円 

７４５千円 

９，１８４千円 

１０３，１１４千円 

３４９，０８８千円 

１，７８８，６７８千円 

２，９６０，２６９千円 
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令和３年度北杜市下水道事業会計予算

（総　則）

第１条　令和３年度北杜市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　特定環境保全公共下水道事業

　（１）処理戸数　　  　　　　　　　１２，９９８戸

　（２）年間処理水量　　　　　３，５８７，４８９㎥

　（３）一日最大処理水量  　　　１９，４３０㎥／日

　（４）主な建設改良事業

　　　１）防災・安全社会資本整備交付金事業

　　　　　管路施設及び処理施設点検調査業務委託(明野町、高根町及び長坂町地内)

　　

　農業集落排水事業

　（１）処理戸数　　　　　　　　　　　３，９６２戸

　（２）年間処理水量　　　　　１，０４０，１７９㎥

　（３）一日最大処理水量　　　　　５，５９６㎥／日

　（４）主な建設改良事業　　　　　　　　　　　なし        

　特定地域生活排水処理事業

　（１）処理戸数　　　　　　　　　　　　　１０５戸

　（２）年間処理水量　　　　　 　 　１８，１３５㎥　

　（３）主な建設改良事業　　　　　　　　　　　なし　　　　　　　

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　収　　　　　　入

第１款　事業収益      　  　　　                     

　第１項　（特環）営業収益                               

　第２項　（特環）営業外収益                         

　第４項　（農集）営業収益                              

　第５項　（農集）営業外収益                             

　第７項　（特排）営業収益                                   

　第８項　（特排）営業外収益                               

　　　　　支　　　　　　出

第１款　事業費用   　　　                            

　第１項　（特環）営業費用                           

　第２項　（特環）営業外費用                             

　第５項　（農集）営業費用                               

　第６項　（農集）営業外費用                             

　第９項　（特排）営業費用                                   

　第１０項（特排）営業外費用  　                                 　

７０９，４６０千円 

１０３，１１４千円 

２，８００，９４７千円 

４７３，７７６千円 

１，５０４，３２９千円 

 １１１，８２９千円 

６９８，７２０千円 

１，９７０千円 

１０，３２３千円 

２，９６０，２６９千円 

１，７８８，６７８千円 

３４９，０８８千円 

９，１８４千円 

７４５千円 

04862
テキストボックス
－１－



（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７１３，６１５千円は、当年度損益勘定留保資金

７０３，１６９千円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額１０，４４６千円で補てんするもの

とする。）

　　　　　収　　　　　　入

第１款　資本的収入    　                             

　第１項　（特環）企業債                               

　第４項　（特環）他会計補助金            　　　　　　   

　第５項　（特環）工事負担金                               

　第７項　（特環）国庫補助金              　　               

　第８項　（特環）その他資本的収入                           

　第９項　（農集）企業債                                 

　第１２項　（農集）他会計補助金                  　　   

　第１３項　（農集）負担金等                                 

　第１５項　（農集）その他資本的収入                         

　第１７項　（特排）企業債　　　                             

　第２０項　（特排）他会計補助金                                   

　　　　　支　　　　　　出

第１款　資本的支出     　                            

　第１項　（特環）建設改良費                             

　第２項　（特環）固定資産購入費                             

　第３項　（特環）企業債償還金                       

　第６項　（特環）その他資本的支出                           

　第７項　（農集）建設改良費                               

　第９項　（農集）企業債償還金                        　 

　第１２項　（農集）その他資本的支出                      　 

　第１３項　（特排）建設改良費　                             

　第１５項　（特排）企業債償還金                           　

（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

６２５，９１３千円 

１，０００千円 

２，１９１千円 

１，７５７，８４３千円 

８，５００千円 

１，６８２，２１１千円 

１，０００千円 

２１，７２１千円 

特定地域生活排水処理事業
下水道事業債

２，１００

証書借入

5.0％以内（た
だし、利率見直
し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利
率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合には
債権者と協定するもの
による。ただし、企業
財政その他の都合によ
り措置期間及び償還期
限を短縮し、若しくは
繰上償還又は低利に借
換えすることができ
る。

特定環境保全公共下水道事業
下水道事業債

農業集落排水事業
下水道事業債

４７３，７００

１３７，２００

起債の方法 利率 償還の方法限度額（千円）起債の目的

２，２６１千円 

４７３，７００千円 

８０２，４２９千円 

１８，０９６千円 

５，８５０千円 

１３７，２００千円 

２９９，７５３千円 

２，６５５千円 

７，４７０千円 

２，１００千円 

９０千円 

２，４７１，４５８千円 

１３３，０３２千円 

２，１２９千円 

04862
テキストボックス
－２－



（一時借入）

第６条　一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　（１）地方公営企業法施行令第１８条第２項ただし書きに該当する場合は、予定支出の各項に

　　　　おいて相互に流用することができる。

（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８条　次に掲げる経費については、 その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

　又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　特定環境保全公共下水道事業

　（１）職員給与費　　８８，１４９千円　

　農業集落排水事業

　（１）職員給与費　　１３，９９３千円

（他会計からの補助金）

第９条　下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりで

　ある。

　（１）特定環境保全公共下水道事業　　　１，６８２，０２８千円

　（２）農業集落排水事業　 　 　      　　　６９９，８８７千円

　（３）特定地域生活排水処理事業　　　　　　　　６，１３０千円

04862
テキストボックス
－３－
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令和３年度北杜市下水道事業会計予算実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　　入 (単位：千円)

予定額 備　　　考

1. 事業収益
2,800,947

1. （特環）営業収益
473,776

1. （特環）下水道使用料 473,405 下水道使用料

3. （特環）その他営業収益 371 指定店登録手数料、督促手数料

2. （特環）営業外収益
1,504,329

3. （特環）他会計補助金 879,599
総務費繰入金、公債費繰入金（利
子分）

5. （特環）長期前受金戻入 607,824 長期前受金収益化額

7. （特環）雑収益 16,906
明野クリーンセンター戸崎区電気
使用料、補償費等

4. （農集）営業収益
111,829

1. （農集）下水道使用料 111,723 下水道使用料

3. （農集）その他営業収益 106 督促手数料

5. （農集）営業外収益
698,720

3. （農集）他会計補助金 400,134
総務費繰入金、公債費繰入金（利
子分）

4. （農集）長期前受金戻入 295,784 長期前受金収益化額

6. （農集）雑収益 2,802 永井原太陽光余剰電力等

7. （特排）営業収益
1,970

1. （特排）下水道使用料 1,969 下水道使用料

3. （特排）その他営業収益 1 督促手数料

8. （特排）営業外収益
10,323

3. （特排）他会計補助金 6,040
総務費繰入金、公債費繰入金（利
子分）

4. （特排）長期前受金戻入 4,283 長期前受金収益化額

款 項 目

04862
テキストボックス
－６－



収 益 的 収 入 及 び 支 出

支　　　出 (単位：千円)

予定額 備　　　考

1. 事業費用
2,960,269

1. （特環）営業費用
1,788,678

1. （特環）管渠費 86,578
光熱水費、通信運搬費、工事請負
費（マンホール調整工事等）等

2. （特環）処理場費 352,300
給与（5人分）、光熱水費、委託
料（維持管理業務等）、修繕費等

3. （特環）総係費 83,720
給与（5人分）、システム使用
料、委託料（公金徴収業務等）等

5. （特環）減価償却費 1,266,080
建物、構築物、機械及び装置、車
両

2. （特環）営業外費用
349,088

1.
（特環）支払利息及び企
業債取扱諸費

294,088 企業債償還利子、一時借入金利子

2. （特環）消費税 55,000 消費税及び地方消費税

5. （農集）営業費用
709,460

1. （農集）管渠費 33,712
光熱水費、通信運搬費、委託料
（維持管理業務等）、修繕費等

2. （農集）処理場費 147,787
光熱水費、通信運搬費、委託料
（維持管理業務等）、修繕費等

3. （農集）総係費 33,478
給与（2人分）、システム使用
料、委託料（公金徴収業務等）等

5. （農集）減価償却費 494,483
建物、構築物、機械及び装置、車
両

6. （農集）営業外費用
103,114

1.
（農集）支払利息及び企
業債取扱諸費

94,060 企業債償還利子、一時借入金利子

2. （農集）消費税 9,054 消費税及び地方消費税

9. （特排）営業費用
9,184

2. （特排）処理場費 4,954
委託料（浄化槽維持管理業務）、
法定検査手数料、修繕費等

3. （特排）総係費 49
山梨県合併浄化槽普及促進協議会
負担金及び会費

5. （特排）減価償却費 4,181 機械及び装置

10. （特排）営業外費用
745

1.
（特排）支払利息及び企
業債取扱諸費

745 企業債償還利子

款 項 目

04862
テキストボックス
－７－



資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　　入 (単位：千円)

予定額 備　　　考

1. 資本的収入
1,757,843

1. （特環）企業債
473,700

1. （特環）企業債 473,700 下水道事業債

4. （特環）他会計補助
金 802,429

1. （特環）他会計補助金 802,429
建設改良費繰入金、公債費繰入金
（元金分）

5. （特環）工事負担金
18,096

1.
（特環）受益者負担金・
分担金

18,095 分担金

2. （特環）工事負担金 1 公共下水道処理区内工事負担金

7. （特環）国庫補助金
8,500

1. （特環）国庫補助金 8,500 社会資本整備総合交付金

8. （特環）その他資本
的収入 5,850

1.
（特環）その他資本的収
入

5,850 補償費

9. （農集）企業債
137,200

1. （農集）企業債 137,200 下水道事業債

12. （農集）他会計補助
金 299,753

1. （農集）他会計補助金 299,753
建設改良費繰入金、公債費繰入金
（元金分）

13. （農集）負担金等
2,655

1.
（農集）受益者負担金・
分担金

2,655 分担金

15. （農集）その他資本
的収入 7,470

1.
（農集）その他資本的収
入

7,470 補償費

17. （特排）企業債
2,100

1. （特排）企業債 2,100 下水道事業債

20. （特排）他会計補助
金 90

1. （特排）他会計補助金 90
建設改良費繰入金、公債費繰入金
（元金分）

款 項 目

04862
テキストボックス
－８－



資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　出 (単位：千円)

予定額 備　　　考

1. 資本的支出
2,471,458

1. （特環）建設改良費
133,032

1. （特環）建設改良費 133,032
給与（1人分）、委託料(管路施設
点検調査業務等)、工事請負費等

2. （特環）固定資産購
入費 2,129

1.
（特環）有形固定資産購
入費

2,129 非常電源用発電機運搬車両

3. （特環）企業債償還
金 1,682,211

1. （特環）企業債償還金 1,682,211 企業債償還金元金

6. （特環）その他資本
的支出 1,000

1.
（特環）その他資本的支
出

1,000 予備費

7. （農集）建設改良費
21,721

1. （農集）建設改良費 21,721
委託料（設計業務）、工事請負費
等

9. （農集）企業債償還
金 625,913

1. （農集）企業債償還金 625,913 企業債償還金元金

12. （農集）その他資本
的支出 1,000

1.
（農集）その他資本的支
出

1,000 予備費

13. （特排）建設改良費
2,191

1. （特排）建設改良費 2,191 工事請負費

15. （特排）企業債償還
金 2,261

1. （特排）企業債償還金 2,261 企業債償還金元金

款 項 目
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損益勘定支弁職員 10 38,292 27,935 66,227 12,051 78,278
資本勘定支弁職員 1 4,504 3,988 8,492 1,379 9,871

合計 11 42,796 31,923 74,719 13,430 88,149
損益勘定支弁職員 2 6,825 5,079 11,904 2,089 13,993
資本勘定支弁職員

合計 2 6,825 5,079 11,904 2,089 13,993
損益勘定支弁職員 10 39,624 29,055 68,679 12,760 81,439
資本勘定支弁職員 1 4,316 3,318 7,634 1,821 9,455

合計 11 43,940 32,373 76,313 14,581 90,894
損益勘定支弁職員 1 2,109 1,765 3,874 634 4,508
資本勘定支弁職員 1 4,589 3,374 7,963 1,595 9,558

合計 2 6,698 5,139 11,837 2,229 14,066
損益勘定支弁職員 △ 1,332 △ 1,120 △ 2,452 △ 709 △ 3,161
資本勘定支弁職員 188 670 858 △ 442 416

合計 △ 1,144 △ 450 △ 1,594 △ 1,151 △ 2,745
損益勘定支弁職員 1 4,716 3,314 8,030 1,455 9,485
資本勘定支弁職員 △ 1 △ 4,589 △ 3,374 △ 7,963 △ 1,595 △ 9,558

合計 127 △ 60 67 △ 140 △ 73

通勤 住居 扶養 管理職 期末 勤勉 寒冷地
手当 手当 手当 手当 手当 手当 手当

特 定 環 境 824 370 2,060 1,401 10,064 7,852
農 集 排 379 218 1,585 1,181
特 定 環 境 785 370 2,410 1,099 10,873 7,946
農 集 排 341 357 152 1,574 1,150
特 定 環 境 39 △ 350 302 △ 809 △ 94
農 集 排 38 △ 357 66 11 31

宿日直 時間外 児童 退職手当 特殊勤務
手当 手当 手当 負担金 手当

特 定 環 境 1,896 1,804 5,564 88
農 集 排 685 132 888 11
特 定 環 境 1,400 1,717 5,713 60
農 集 排 684 871 10
特 定 環 境 496 87 △ 149 28
農 集 排 1 132 17 1

区　　　分 増減額

667
△ 1,684

△ 204
△ 306

前年度

特定環境

農集排

比　較

前年度

特定環境

令和2年4月1日

農 集 排

　（３）給料及び職員手当の状況
　　ア　職員１人当たりの給与

平均給与月額（円）
平　均　年　齢（歳/月）

平均給料月額（円）
平均給与月額（円）
平　均　年　齢（歳/月）

平均給与月額（円）

35/06

平均給料月額（円）

平均給料月額（円）

平　均　年　齢（歳/月）

274,900
298,500

35/07

区　　　　　　　　分
平均給料月額（円）

345,800

40/04

平均給与月額（円）
平　均　年　齢（歳/月）

令　和　３　年　度　給　与　費　明　細　書

（単位：千円）

給      料 △ 1,017

備　考

備　考報　酬

１．一般職

区分 事業区分

備　考

給　料 職員手当 共済費小　計 合　計
職員数
（人）

特定環境

農集排

　（１）総括

（単位：千円）

事業区分

前年度

区　分

本年度

特定環境

本年度

（単位：千円）

職員手当
の内訳

40/08

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

職員手当

令和3年4月1日

△ 510

280,300

特定環境

農 集 排

給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
昇 給 に 伴 う 増 加 分

技能労務職
315,000

行　政　職

311,700
346,400

302,900

本年度

農集排

区　分

職員手当
の内訳

比　較

（単位：千円）

比　較

事業区分

そ の 他 の 増 減 分

増　減　事　由　別　内　訳 備　　　　　　　考

職員構成の変動によるもの
手当率の変動等によるもの
職員構成の変動によるもの

そ の 他 の 増 減 分
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
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150,600
182,200

行　政　職
150,600
182,200

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

１級 3 23.1 １級 １級
令和3年 ２級 2 15.4 ２級 ２級

３級 ３級 ３級
4月1日 ４級 5 38.4 ４級 ４級

５級 1 7.7 ５級
現　　在 ６級 1 7.7

７級 1 7.7
計 13 100.0 計 計

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

級
職員数
（人）

構成比
（％）

１級 3 23.1 １級 １級
令和2年 ２級 1 7.7 ２級 ２級

３級 1 7.7 ３級 ３級
4月1日 ４級 5 38.4 ４級 ４級

５級 1 7.7 ５級
現　　在 ６級 2 15.4

７級
計 13 100.0 計 計

級 級 級
１級 １級 １級
２級 ２級
３級 ３級
４級 ４級
５級 ５級
６級 課長 ４級 ６級
７級 局長 ５級 7級

職員数　　　　　　　　　　　　　　　 （Ａ）　（人） 13
昇給に係る職員数　            　 （Ｂ）　（人） 13

２号給（人） 2
４号給（人） 11
６号給（人）
８号給（人）

100.0
職員数　　　　　　　　　　　　　　 （Ａ）　（人） 13
昇給に係る職員数　          　 （Ｂ）　（人） 13

２号給（人）
４号給（人） 13
６号給（人）
８号給（人）

100.0比率　　（Ｂ）　　／　　（Ａ）　　　　　　　（％）

号給数別内訳

比率　　（Ｂ）　　／　　（Ａ）　　　　　　　（％）

前
　
年
　
度

技能労務職

本
　
年
　
度

号給数別内訳

　　エ　昇給

区　　　　　　　　　　　　　　　分 合　計
代　表　的　な　職　種

行　　政　　職

　　イ　初任給　　　 （単位：円）

区　　　分 行　政　職 技能労務職 備　　　考

高　校　卒
大　学　卒

区　　　分
国　　　　の　　　　制　　　　度

備　　　考
技能労務職

高　校　卒
大　学　卒

　　ウ　階級別職員数

区分
行　　政　　職 技能労務職

区分
行　　政　　職 技能労務職

（級別の標準的な職務内容）　　
行　　　政　　　職 技能労務職

主事・技師 技能職・労務職
主任

２級
相当の技能又は経験

主査 を要する技能労務職
高度の技能又は経験

主幹 を要する技能労務職
総括技能主任

副主幹
３級
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本 年 度
前 年 度
国の制度

２０年 ２５年 ３５年
勤続者
（月分）

勤続者
（月分）

勤続者
（月分）

備　考
支給期別支給率 支給率計

（月分）
4.45
4.50

１２月（月分）
2.225
2.250

特例措置(2～20％)
定年前早期退職

4.45

47.709 47.70933.27075

特例措置(2～20％)

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　　分
最高限度
（月分）

2.225

47.709 47.709

支給率等 24.586875

国の指定基準に
基づく支給率（％）

支 給 対 象
職  員  数  （人）

支　給　率（％）

（支給率等）

　　キ　地域手当

支給対象地域

33.27075
国の制度

24.586875

備　考

６月（月分）

　　オ　期末手当・勤勉手当

区　   分
３月（月分）

その他の加算
措　　置　　等

定年前早期退職

2.225
2.250
2.225
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期間 金額 期間 金額 企業債 事業収益
損益勘定
留保資金

その他

特定環境保全公共下水道事業

上下水道事業の検針及び公金徴収業
務に係る委託料

82,104 令和２年度 25,520
令和３年度～
令和４年度

56,584 - 56,584 - -

農業集落排水事業

上下水道事業の検針及び公金徴収業
務に係る委託料

41,175 令和２年度 12,760
令和３年度～
令和４年度

28,415 - 28,415 - -

債務負担行為に関する調書

（単位:千円）

事項 限度額

前年度末までの支払義
務発生(見込額)

当該年度以降の支払義
務発生予定額

左の財源内訳
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（単位：千円）

１　固定資産

　（１)有形固定資産

　　イ　土地 1,076,690

　　ロ　建物 3,789,200

　　　　建物減価償却累計額 △57,270 3,731,930

　　ハ　構築物 71,289,540

　　　　構築物減価償却累計額 △1,271,651 70,017,889

　　二　機械及び装置 22,279,414

　　　　機械及び装置減価償却累計額 △494,494 21,784,920

　　ホ　車両及び運搬具 12,200

　　　　車両及び運搬具減価償却累計額 △515 11,685

　　ヘ　建設仮勘定 0

　　　　有形固定資産合計 96,623,114

　（２）無形固定資産

　（３）投資その他の資産

　　固定資産合計 96,623,114

２　流動資産

　（１）現金預金 40,372

　（２）未収金 89,006

　（３）貸倒引当金 0

　（４）その他の流動資産 5,345

　　流動資産合計 134,723

　　資　産　合　計 96,757,837

令和２年度北杜市下水道事業会計予定貸借対照表

（令和 3年 3月31日）

《資　産　の　部》
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（単位：千円）

《負　債　の　部》

３　固定負債

　（１）企業債

　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 21,311,107

　　ロ　その他の企業債 83,654

　　企業債合計 21,394,761

　　固定負債合計 21,394,761

４　流動負債

　（１）企業債

　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 2,293,873

　　ロ　その他の企業債 16,512

　　企業債合計 2,310,385

　（２）未払金 76,380

　（３）引当金

　　イ　賞与引当金 6,031

　　ロ　法定福利費引当金 4,569

　　引当金合計 10,600

　（４）預り金 150

　（５）その他流動負債 0

　　流動負債合計 2,397,515

５　繰延収益

　　長期前受金 50,248,319

　　長期前受金収益化累計額 △24,268,861

　　繰延収益合計 25,979,458

　　負　債　合　計 49,771,734

《資　本　の　部》

６　資本金 46,505,963

７　剰　余　金

　（１）資本剰余金

　　イ　国庫補助金 468,293

　　資本剰余金合計 468,293

　（２）利益剰余金

　　イ　当年度未処分利益剰余金 11,846

　　利益剰余金合計 11,846

　　剰余金合計 480,140

　　資　本　合　計 46,986,103

　　負　債　資　本　合　計 96,757,837
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（単位：千円）

１　営業収益

（１）下水道使用料 534,838

（２）その他営業収益 515 535,353

２　営業費用

（１）管渠費 70,172

（２）処理場費 473,211

（３）総係費 109,182

（４）減価償却費 1,823,930

（５）その他営業費用 0 2,476,495

　営　業　利　益 △1,941,142

３　営業外収益

（１）受取利息及び配当金 2

（２）他会計補助金 1,470,416

（３）長期前受金戻入 922,515

（４）雑収益 14,062 2,406,995

４　営業外費用

（１）支払利息及び企業債取扱諸費 435,567

（２）雑支出 0 435,567 1,971,428

　経　常　利　益 30,286

５　特別利益

（１）過年度損益修正益 15,118

（２）その他特別利益 0 15,118

６　特別損失

（１）過年度損益修正損 6,390

（２）その他特別損失 27,168 33,558 △18,440

　当年度純利益 11,846

　前年度繰越利益剰余金 0

　当年度未処分利益剰余金 11,846

令和２年度北杜市下水道事業会計予定損益計算書
（令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで）
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令和３年度北杜市下水道事業会計予算

（総　則）

第１条　令和３年度北杜市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　特定環境保全公共下水道事業

　（１）処理戸数　　  　　　　　　　１２，９９８戸

　（２）年間処理水量　　　　　３，５８７，４８９㎥

　（３）一日最大処理水量  　　　１９，４３０㎥／日

　（４）主な建設改良事業

　　　１）防災・安全社会資本整備交付金事業

　　　　　管路施設及び処理施設点検調査業務委託(明野町、高根町、長坂町地内)

　　

　農業集落排水事業

　（１）処理戸数　　　　　　　　　　　３，９６２戸

　（２）年間処理水量　　　　　１，０４０，１７９㎥

　（３）一日最大処理水量　　　　　５，５９６㎥／日

　（４）主な建設改良事業　　　　　　　　　　　なし        

　特定地域生活排水処理事業

　（１）処理戸数　　　　　　　　　　　　　１０５戸

　（２）年間処理水量　　　　　 　 　１８，１３５㎥　

　（３）主な建設改良事業　　　　　　　　　　　なし　　　　　　　

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　収　　　　　　入

第１款　事業収益      　  　　　                     

　第１項　（特環）営業収益                               

　第２項　（特環）営業外収益                         

　第４項　（農集）営業収益                              

　第５項　（農集）営業外収益                             

　第７項　（特排）営業収益                                   

　第８項　（特排）営業外収益                               

　　　　　支　　　　　　出

第１款　事業費用   　　　                            

　第１項　（特環）営業費用                           

　第２項　（特環）営業外費用                             

　第５項　（農集）営業費用                               

　第６項　（農集）営業外費用                             

　第９項　（特排）営業費用                                   

　第１０項（特排）営業外費用  　                                 　

２，８００，９４７千円 

４７３，７７６千円 

１，５０４，３２９千円 

 １１１，８２９千円 

６９８，７２０千円 

１，９７０千円 

１０，３２３千円 

７０９，４６０千円 

７４５千円 

９，１８４千円 

１０３，１１４千円 

３４９，０８８千円 

１，７８８，６７８千円 

２，９６０，２６９千円 
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（単位：千円）

１　固定資産

　（１)有形固定資産

　　イ　土地 1,076,690

　　ロ　建物 3,789,200

　　　　建物減価償却累計額 △114,631 3,674,569

　　ハ　構築物 71,329,623

　　　　構築物減価償却累計額 △2,536,307 68,793,316

　　二　機械及び装置 22,382,903

　　　　機械及び装置減価償却累計額 △937,096 21,445,807

　　ホ　車両及び運搬具 14,136

　　　　車両及び運搬具減価償却累計額 △640 13,496

　　ヘ　建設仮勘定 0

　　有形固定資産合計 95,003,878

　（２）無形固定資産

　（３）投資その他の資産

　　固定資産合計 95,003,878

２　流動資産

　（１）現金預金 40,290

　（２）未収金 91,703

　（３）貸倒引当金 △1,000

　（４）その他の流動資産 0

　　流動資産合計 130,993

　　資　産　合　計 95,134,871

令和３年度北杜市下水道事業会計予定貸借対照表

（令和 4年 3月31日）

《資　産　の　部》
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（単位：千円）

《負　債　の　部》

３　固定負債

　（１）企業債

　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 19,586,249

　　ロ　その他の企業債 66,764

　　企業債合計 19,653,013

　　固定負債合計 19,653,013

４　流動負債

　（１）企業債

　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 2,337,859

　　ロ　その他の企業債 16,891

　　企業債合計 2,354,750

　（２）未払金 65,902

　（３）引当金

　　イ　賞与引当金 6,235

　　ロ　法定福利費引当金 4,713

　　引当金合計 10,948

　（４）預り金 150

　（５）その他流動負債 0

　　流動負債合計 2,431,750

５　繰延収益

　　長期前受金 51,331,181

　　長期前受金収益化累計額 △25,176,753

　　繰延収益合計 26,154,428

　　負　債　合　計 48,239,191

《資　本　の　部》

６　資本金 46,505,963

７　剰　余　金

　（１）資本剰余金

　　イ　国庫補助金 468,293

　　資本剰余金合計 468,293

　（２）利益剰余金

　　イ　当年度未処分利益剰余金 △78,576

　　利益剰余金合計 △78,576

　　剰余金合計 389,717

　　資　本　合　計 46,895,680

　　負　債　資　本　合　計 95,134,871
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（単位：千円）

１．業務活動によるキャッシュ・フロー

　　当年度純利益 △90,422

　　減価償却費 1,764,744

　　貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,000

　　賞与引当金の増加額（△は減少） 204

　　法定福利費引当金の増加額（△は減少） 144

　　長期前受金戻入額 △907,892

　　支払利息 388,893

　　未収金の増減額（△は増加） △2,697

　　未払金の増減額（△は減少） △10,700

　　未払消費税等の増減額（△は減少） 5,345

　　　小計 1,148,619

　　利息の支払額 △ 388,893

　業務活動によるキャッシュ・フロー 759,726

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 △145,507

　　国庫補助金等による収入 7,746

　　一般会計からの繰入金による収入 1,075,501

　投資活動によるキャッシュ・フロー 937,740

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 613,000

　　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 △2,293,872

　　その他の企業債の償還による支出 △16,512

　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,697,384

　資金増加額（又は減少額） 82

　資金期首残高 40,372

　資金期末残高 40,290

令和３年度北杜市下水道予定キャッシュ・フロー計算書（合算）

（令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで）
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注 記 

 

１ 重要な会計方針 

 令和２年度より、地方公営企業法を適用して、財務諸表等を作成している。 

 

 （１）固定資産の減価償却の方法 

   ア．有形固定資産（リース資産を除く。） 

    ・減価償却の方法 定額法による。 

    ・主な耐用年数  建 物      ８年～５０年 

             構築物     １０年～５０年 

             機械及び装置   ６年～２０年 

             浄化槽     ２８年 

             車両及び運搬具  ５年 

  

   イ．無形固定資産（リース資産を除く。） 

    ・減価償却の方法 定額法による。 

    ・主な耐用年数 施設利用権     ５年 

 

 （２）引当金の計上方法 

   ア．退職給付引当金 

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部

を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。 

 

   イ．賞与引当金 

職員の期末手当及び勤務手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備える

ため、当事業年度末における支給（支出）額見込額に基づき、当事業年度の負担に属

する額を計上している。 

 

   ウ．法定福利費引当金 

職員の期末手当及び勤務手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末

における支給（支出）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。 

 

   エ．貸倒引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計

上している。 

 

 （３）消費税及び地方消費税の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。 

 

 



２ 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（当該事業年度の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、一般会計が負担すると見込まれる額は、特定環境保全

公共下水道事業１６，９６３，８４４千円、農業集落排水事業４，９９９，０２９千円、

特定地域生活排水処理事業４４，８９０千円である。 

 

３ セグメント情報 

（１）報告セグメントの概要 

北杜市下水道事業は、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排

水処理事業の３事業を運営しており、各事業毎に運営方針を決定していることから「特定環

境保全公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、「特定地域生活排水処理事業」の３つを報告

セグメントとしている。 

なお、各報告セグメントの事業内容は次のとおりである。 

報告セグメント 事業の内容 

特定環境保全公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水

を処理する業務 

農業集落排水事業 農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する

業務 

特定地域生活排水処理事業 特定地域生活排水処理事業における処理区域で汚水を

処理する業務 

 

 

 

  



（２）報告セグメントごとの事業収益等 

  当事業年度（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで） 

（単位：千円） 

 特定環境保全 

公共下水道事業 

農業集落 

排水事業 

特定地域生活 

排水処理事業 
合 計 

営業収益 430,740 101,672 1,791 534,203 

営業費用 1,748,570 691,242 9,036 2,448,848 

営業損益 △1,317,830 △589,570 △7,245 △1,914,645 

経常損益 △107,591 14,835 2,334 △90,422 

セグメント資産 67,432,437 27,579,525 122,909 95,134,871 

セグメント負債 34,322,856 13,852,019 64,316 48,239,191 

その他の項目     

 収益的収入 

他会計繰入金 

879,599 400,134 6,040 1,285,773 

資本的収入 

他会計繰入金 

802,429 299,753 90 1,102,272 

減価償却費 1,266,080 494,483 4,181 1,764,744 

特別利益 0 0 0 0 

特別損失 0 0 0 0 

有形固定資産及び 

無形固定資産の 

増加額 

0 0 0 0 

 

４ リース契約により使用する固定資産 

  該当なし。 

 

５ その他 

 （１）賞与引当金の取り崩し 

当該年度に支給する期末手当及び勤勉手当の支出のため、賞与引当金６，０３１千円の取

り崩しを見込んでいる。 

 

 （２）法定福利費引当金の取り崩し 

当該年度に支給する期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出のため、法定福利費引

当金４，５６９千円の取り崩しを見込んでいる。 

 




