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令和２年度鎌ケ谷市介護保険特別会計歳入歳出決算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 359 

 
                          同 上 事 項 別 明 細 書 
   歳    入  歳    出 

第１款 保険料‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 368  第１款 総務費‥‥‥‥‥‥‥‥ 376 

第２款 国庫支出金‥‥‥‥‥‥‥ 368  第２款 保険給付費‥‥‥‥‥‥ 380 

第３款 支払基金交付金‥‥‥‥‥ 370  第３款 財政安定化基金拠出金‥ 388 

第４款 県支出金‥‥‥‥‥‥‥‥ 370  第４款 保健福祉事業費‥‥‥‥ 388 

第５款 財産収入‥‥‥‥‥‥‥‥ 370  第５款 地域支援事業費‥‥‥‥ 388 

第６款 繰入金‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 370  第６款 基金積立金‥‥‥‥‥‥ 396 

第７款 繰越金‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 372  第７款 諸支出金‥‥‥‥‥‥‥ 396 

第８款 諸収入‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 372  第８款 予備費‥‥‥‥‥‥‥‥ 398 

       

    令和２年度鎌ケ谷市介護保険特別  

    会計実質収支に関する調書‥‥‥‥ 400 

       

       

令和２年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 401 

       

同 上 事 項 別 明 細 書 

   歳    入  歳    出 

第１款 後期高齢者医療保険料‥‥ 408  第１款 総務費‥‥‥‥‥‥‥‥ 412 

第２款 繰入金‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 408  第２款 後期高齢者医療広域  

第３款 繰越金‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 408   連合納付金‥‥‥‥‥‥ 414 

第４款 諸収入‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 408  第３款 諸支出金‥‥‥‥‥‥‥ 414 

    第４款 予備費‥‥‥‥‥‥‥‥ 414 

       

    令和２年度鎌ケ谷市後期高齢者医療  

    特別会計実質収支に関する調書‥‥ 416 

       

令和２年度鎌ケ谷市財産に関する調書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 417 

  

  

令和２年度鎌ケ谷市下水道事業会計決算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 425 

１．決算書  

 令和２年度鎌ケ谷市下水道事業決算報告書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 428 

 令和２年度鎌ケ谷市下水道事業損益計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433 

令和２年度鎌ケ谷市下水道事業剰余金計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 434 

令和２年度鎌ケ谷市下水道事業剰余金処分計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 437 

令和２年度鎌ケ谷市下水道事業貸借対照表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 438 

２．決算附属書類  

 令和２年度鎌ケ谷市下水道事業報告書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 443 

令和２年度鎌ケ谷市下水道事業キャッシュ・フロー計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 453 

 収益費用明細書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 454 

 固定資産明細書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 462 

 企業債明細書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 464 

 注記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 474 
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会会      計計      別別 区区                分分

円円

予予      算算      額額

令令和和  　　２２  年年度度    鎌鎌ケケ谷谷市市　　決決算算総総括括表表

差差    引引    残残    高高

差差    引引    残残    高高

差差    引引    残残    高高

差差    引引    残残    高高

差差    引引    残残    高高

一一般般会会計計

国国民民健健康康保保険険特特別別会会計計

介介護護保保険険特特別別会会計計

後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計

合合              計計

歳歳                    入入

歳歳                    入入

歳歳                    入入

歳歳                    入入

歳歳                    入入

        5522,,775511,,442222,,777755

        1100,,777777,,440066,,000000

          88,,333311,,552233,,000000

          11,,550044,,337755,,000000

        7733,,336644,,772266,,777755

歳歳                    出出

歳歳                    出出

歳歳                    出出

歳歳                    出出

歳歳                    出出

        5522,,775511,,442222,,777755

        1100,,777777,,440066,,000000

          88,,333311,,552233,,000000

          11,,550044,,337755,,000000

        7733,,336644,,772266,,777755
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決算額欄中（　）内の数字は過誤納還付未済額を示す。

％％円円

予予  算算  額額  にに  対対  すす  るる予予  算算  額額  にに  対対  すす  るる

円円

決決   算算  額額   のの  比比   率率決決  算算  額額   のの   差差   額額
決決      算算      額額

          11,,990055,,229900,,993333

              224444,,995500,,660033

              330055,,775533,,669955

                  99,,667711,,994488

          22,,446655,,666677,,117799

                  33,,335555,,663377

                  33,,336633,,440000

                  11,,990088,,998800

                  22,,664488,,550000

                1111,,227766,,551177

((

((

((

((

((

))

))

))

))

))

  9933..2244

  9977..9933

110000..0000

  9999..7788

  9944..8833

      △△33,,556644,,996622,,118877

          △△222233,,660099,,112266

                      336699,,007733

              △△33,,229900,,777711

      △△33,,779911,,449933,,001111

        4499,,118866,,446600,,558888

        1100,,555533,,779966,,887744

          88,,333311,,889922,,007733

          11,,550011,,008844,,222299

        6699,,557733,,223333,,776644

  8899..6633

  9955..6655

  9966..3333

  9999..1144

  9911..4477

          55,,447700,,225533,,112200

              446688,,555599,,772299

              330055,,338844,,662222

                1122,,996622,,771199

          66,,225577,,116600,,119900

        4477,,228811,,116699,,665555

        1100,,330088,,884466,,227711

          88,,002266,,113388,,337788

          11,,449911,,441122,,228811

        6677,,110077,,556666,,558855

会会      計計      別別 区区                分分

円円

予予      算算      額額

令令和和  　　２２  年年度度    鎌鎌ケケ谷谷市市　　決決算算総総括括表表

差差    引引    残残    高高

差差    引引    残残    高高

差差    引引    残残    高高

差差    引引    残残    高高

差差    引引    残残    高高

一一般般会会計計

国国民民健健康康保保険険特特別別会会計計

介介護護保保険険特特別別会会計計

後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計

合合              計計

歳歳                    入入

歳歳                    入入

歳歳                    入入

歳歳                    入入

歳歳                    入入

        5522,,775511,,442222,,777755

        1100,,777777,,440066,,000000

          88,,333311,,552233,,000000

          11,,550044,,337755,,000000

        7733,,336644,,772266,,777755

歳歳                    出出

歳歳                    出出

歳歳                    出出

歳歳                    出出

歳歳                    出出

        5522,,775511,,442222,,777755

        1100,,777777,,440066,,000000

          88,,333311,,552233,,000000

          11,,550044,,337755,,000000

        7733,,336644,,772266,,777755
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