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問合先　財政課
☎ 51・2117 55・6385

zaisei@city.toyohashi.lg.jp
http://www.city.toyohashi.

aichi.jp/zaisei/

一般会計は本市予算の中心となるもので、民生費・衛生費・土木費・教育費など、
行政を運営するための基本となる諸経費を主なものとした会計です。

 一般会計ってなに？

市債は、将来にわたりみなさんが利用する道路や公
園、学校などを整備するときに市が国などから借り
入れるお金のことです。返済は公債費として長期間
にわたって行うことになりますので、市では将来の
財政負担が大きくならないように慎重に事業を選択
し、計画的な借入れを行っています。

■図 1　市税収入の状況（Ｈ 24.3.31 現在） ■図 2　市債の状況（Ｈ 24.3.31 現在高）※企業会計を除く

市債総額 1,062 億 3,405 万円　うち一般会計 996 億 4,233 万円市税収入済額　604 億 7,729 万円

財 政 公 表財 政 公 表平成 23 年度

収入
内訳 収入済額 収入率 （％）

市税 ※図 1 604億7,729万円 98.3
国庫支出金 158億7,461万円 95.0
諸収入 48億 945万円 65.0
地方交付税 44億7,165万円 109.7
県支出金 37億6,459万円 47.6
地方消費税交付金 37億 496万円 100.1
使用料及び手数料 24億5,669万円 87.6
その他 （市債※図 2 など） 69億8,031万円 38.3

　　予算額　　1,223 億 5,957 万円
　　収入済額　1,025 億 3,955 万円　収入率　83.8％

市には市民税や固定資産税などみなさんから納めていた
だく市税をはじめ、国や県から交付される国庫支出金、
県支出金などさまざまな収入があります。
市税については、景気の若干の持ち直しにより増加した
ものの、市の収入状況は依然として厳しい状況となって
います。
国庫支出金　 国から市が行う事業への負担金や補助金などとして

交付されます。
地方交付税　 国から市の財政状況などに応じて交付されます。

収入率　　　 予算額に対して平成 24 年 3 月 31 日現在で収入済と 
なった割合です。5月31日までは出納整理の収入があ
りますので決算とは異なります。

支出
内訳 支出済額 支出率 （％）

民生費 350億4,500万円 78.0
公債費 ※図 2 117億1,548万円 91.4
衛生費 113億8,400万円 79.9
土木費 107億2,463万円 64.1
教育費 101億7,019万円 86.5
総務費 66億8,488万円 64.3
消防費 31億2,625万円 52.1
その他 （商工費など） 48億2,712万円 87.6

　　予算額　　1,223 億 5,957 万円
　　支出済額　　936 億 7,755 万円　支出率　76.6％

市民サービスの向上のため、目的別にさまざまな経費とし
て支出しています。主な内容は次のとおりです。
民生費　児童福祉、高齢者福祉など
公債費　市の借り入れたお金の返済金（元金と利子）
衛生費　保健事業、環境対策など
土木費　道路・公園の整備など
教育費　学校の整備、生涯学習の推進など
総務費　戸籍、防災対策など
消防費　消防・救助・救急活動など
その他　商工費、農林水産業費など

支出率　 予算額に対して平成24年3月31日現在で支出済となった
割合です。5月31日までは出納整理の支出がありますので
決算とは異なります。

都市計画税※
38億2,280万円
（6.3％）

固定資産税
270億9,917万円
（44.8％）

個人市民税
191億7,315万円
（31.7％）

臨時財政対策債
288億4,418万円
（27.2％）

事業所税※
24億7,556万円
（4.1％）

市たばこ税
23億8,731万円
（3.9％）

軽自動車税など
6億3,747万円
（1.1％）

総務債
42億6,921万円
（4.0％）

公営住宅債
42億4,557万円
（4.0％）

その他民生債など
85億5,186万円
（8.1％）

特別会計分
65億9,172万円
（6.2％）

法人市民税
48億8,183万円
（8.1％）

教育債
147億1,218万円
（13.8％）

土木債
227億2,449万円
（21.4％）

清掃債
85億9,448万円
（8.1％）

減税補てん債
77億36万円
（7.2％）

※都市計画税や事業所税は、
道路・下水道・公園など都市
環境の整備にあてるための
目的税です

市税は、一般会計の5割以上を占めており、最も大
切な財源となっています。
平成 24 年 3 月 31 日現在の市税収入は、法人市民税
が景気の反映により、市たばこ税が税率の改正によ
りそれぞれ増加し、604 億 7,729 万円となり、前年
度に比べ増加しています。
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   特別会計ってなに？

■各特別会計の主な収入・支出（収入  支出 ）

土地増加分（0.1%増）は主に南稜中学校用地購入によるもので、建物増加分（0.05%増）は主に南栄住宅の建設によるものです。

有価証券（株券）
22 億 2,023 万円

（増減なし）

債権（貸付金など）
23 億 7,825 万円

（22.5％減）

基金
136 億 6,318 万円

（0.5％増）
主なもの

財政調整基金、
福祉振興基金など

出資金・出
しゅつえん

捐金
17 億 729 万円

（0.02％増）
主なもの

豊橋ステーションビル㈱、
㈶豊橋市国際交流協会など

土地
8,130,960㎡

（0.1％増）

建物
1,198,382㎡
（0.05％増）

特別会計とは使用料など特定の収入で特定の事業を運営する会計のことで、
一般会計と区別して収支経理を行っています。

市では市政への理解を深めていただくため、「豊橋市財政状況の公表に関する条例」
に基づき、年2回財政状況を公表しています。今回は平成23年度予算の執行状況
などを、一般会計・特別会計・企業会計に分けてお知らせします。
※�数値などは平成24年3月31日現在のもので、5月31日までは出納整理の期間がありますので決算
とは異なります。なお、本市の財政状況についてはホームページでもご覧いただけます

 これが豊橋市の財産です（H24.3.31 現在）

※（ 　）は前年比

会計名 予算額 収入済額 収入率（％） 支出済額 支出率（％）

競輪事業 118億8,141万円 73億9,321万円 62.2 76億7,285万円 64.6
国民健康保険事業 333億4,596万円 296億1,174万円 88.8 308億3,528万円 92.5
総合動植物公園事業 13億7,400万円 2億7,194万円 19.8 12億6,233万円 91.9
公共駐車場事業 2億3,200万円 2億2,762万円 98.1 2億 655万円 89.0
地域下水道事業 13億8,200万円 4億4,782万円 32.4 9億1,344万円 66.1
母子寡婦福祉資金貸付事業 3,500万円 5,681万円 162.3 1,386万円 39.6
介護保険 172億8,523万円 139億5,234万円 80.7 158億1,446万円 91.5
後期高齢者医療 58億9,000万円 25億5,042万円 43.3 55億3,576万円 94.0

合計 714億2,560万円 545億1,190万円 76.3 622億5,453万円 87.2

本市には 8 つの特別会計があり、企業会計を除く市予算額の約４割を占めています。
なお、総合動植物公園事業や地域下水道事業、後期高齢者医療では、一般会計からの繰入金などを５月末に収入する
ことから、この時点での収入率が低くなっています。

競輪事業　 勝者投票券売上金　 勝者投票券払戻金、選手賞金
国民健康保険事業　 国民健康保険税、国庫支出金　 保険給付費
総合動植物公園事業　 入園料、遊具使用料　 施設管理委託料、公債費
公共駐車場事業　 駐車場使用料　 施設管理委託料、公債費
地域下水道事業　 下水道使用料　 施設の管理費、建設費
母子寡婦福祉資金貸付事業　 貸付金元利収入　 貸付金
介護保険　 介護保険料、支払基金交付金　 保険給付費
後期高齢者医療　 後期高齢者医療保険料　 後期高齢者医療広域連合納付金
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給水人口　37 万 8,093 人
給水戸数　15 万 7,321 戸
普及率　　99.36％（増減なし）

水 道 事 業 下水道事業 病 院 事 業

排水人口　26 万 8,958 人
排水面積　4,340 ヘクタール
普及率　　70.68％（0.05 ポイント増）

入院患者数　延べ 26 万 8,809 人
外来患者数　延べ 49 万 5,484 人

（入院 2.41％減、外来 1.55％減）

■予算の執行状況
企業会計は、収益的収支と資本的収
支で成り立っています。なお、資本
的収入が資本的支出に対し不足する
場合は、内部留保資金を補てん財源
として補てんします。

＜収益的収支＞
企業の経営活動に伴い発生する収入（収
益）とそれに対応する支出（費用）です。
収入の主なもの
水道料金、下水道使用料、診療収入
支出の主なもの
職員人件費、施設の維持管理費、支払
利息、固定資産の減価償却費
＜資本的収支＞
施設や設備の整備拡充・改良を行うた
めの収入および支出です。
収入の主なもの
企業債、一般会計出資金、負担金
支出の主なもの
資産の取得費、企業債の元金償還金

■貸借対照表 （H24.3.31 現在）

貸借対照表とは、企業が保有する全
資産・負債・資本を記載し、それらの
状況を示すことにより企業の財政状
態を明らかにするものです。

固定資産の主なもの
土地、建物、機械、車両
流動資産の主なもの
現金預金、未収金、有価証券
負債の主なもの
未払金、預り金
資本の主なもの
自己資本金、借入資本金、剰余金

■損益計算書 （H23.4.1 〜 24.3.31）

損益計算書とは、一年度中に得たす
べての収益とこれに対応するすべて
の費用を記載し、その差額（純損益）
を表示することで企業の経営成績を
明らかにするものです。この計算書
を見れば、当該年度にどれだけの利
益が生じたのか、また、どれだけの
損失が生じたか分かります。

※（ 　）は前年比

企業会計ってなに？

企業会計とは独立採算制を原則とする会計で、水道料金や下水道使用料、診療収入などにより運営しています。
ここでは予算の執行状況と貸借対照表、損益計算書により各企業の財政状況などを紹介します。　

（消費税込み）

会計名 区分 予算額 執行額

水道事業

収
益
的

収入 61億5,600万　　円 59億4,561万9,445円
支出 60億2,942万 9千円 57億5,185万3,985円

資
本
的

収入 10億6,500万　　円 10億6,208万3,700円
支出 33億6,823万 1千円 29億1,431万 468円

補てん財源 23億 323万 1千円 18億5,222万6,768円

下水道事業

収
益
的

収入 64億7,400万　　円 63億4,159万6,594円
支出 65億9,561万 9千円 63億7,837万9,225円

資
本
的

収入 39億7,260万　　円 35億3,317万2,748円
支出 65億6,266万 7千円 60億4,388万2,385円

補てん財源 25億9,006万 7千円 25億1,070万9,637円

病院事業

収
益
的

収入 238億7,000万　　円 231億8,862万4,666円
支出 242億7,000万　　円 229億6,453万1,043円

資
本
的

収入 19億6,382万 3千円 19億2,088万4,657円
支出 26億4,211万 8千円 25億9,353万 362円

補てん財源 6億7,829万 5千円 6億7,264万5,705円

（消費税抜き）

会計名 資産の部 負債・資本の部

水道事業
固定 391億7,196万6,680円 負債 16億3,046万2,181円
流動 41億2,154万 334円 資本 416億6,304万4,833円

計 432億9,350万7,014円 計 432億9,350万7,014円

下水道事業
固定 1,402億8,167万4,309円 負債 15億 736万3,700円
流動 30億2,024万6,751円 資本 1,417億9,455万7,360円

計 1,433億 192万1,060円 計 1,433億 192万1,060円

病院事業

固定 267億3,636万3,241円 負債 22億2,794万8,582円
流動 75億9,599万2,386円 資本 328億9,452万3,746円

繰延勘定 7億9,011万6,701円
計 351億2,247万2,328円 計 351億2,247万2,328円

（消費税抜き）

会計名 営業（医業） 営業外（医業外）
水道事業
純利益
1億1,124万6,020円

収益 56億4,023万7,963円 収益 2,464万6,377円
費用 53億7,692万8,970円 費用 1億7,670万9,350円
差引 2億6,330万8,993円 差引 △1億5,206万2,973円

下水道事業
純損失

8,391万4,049円

収益 53億2,411万6,901円 収益 8億2,774万6,912円
費用 49億8,578万3,616円 費用 12億4,999万4,246円
差引 3億3,833万3,285円 差引 △4億2,224万7,334円

病院事業
純利益
2億2,222万6,064円

収益 215億3,810万3,660円 収益 16億 292万5,190円
費用 216億8,444万2,092円 費用 12億3,436万 694円
差引 △1億4,633万8,432円 差引 3億6,856万4,496円


