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問い合わせ：財政課
☎ 51・2120 55・6385

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

lg.jp/2530.htm

一般会計は本市予算の中心となるもので、民生費・総務費・教育費・衛生費など、
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、計画的な借り入れを行っています。

■図 1　市税収入の状況（Ｈ 26.3.31 現在） ■図 2　市債の状況（Ｈ 26.3.31 現在高）※企業会計を除く

市債総額 1,017 億 7,283 万円　うち一般会計 958 億 2,833 万円市税収入済額　605 億 8,979 万円

財 政 公 表財 政 公 表平成 25 年度

収入
内訳 収入済額 収入率 （％）

市税 ※図 1 605億8,979万円 98.8
国庫支出金 197億2,544万円 86.4
県支出金 44億7,735万円 64.1
諸収入 39億5,282万円 82.3
地方交付税 38億9,534万円 99.7
地方消費税交付金 36億7,903万円 103.3
使用料及び手数料 25億5,920万円 89.1
その他 （市債※図 2 など） 60億7,597万円 29.3

　　予算額　　1,270 億 1,537 万円
　　収入済額　1,049 億 5,494 万円　収入率　82.6％

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、景気状況や市たばこ税の税源移譲によ
り前年度に比べ増加していますが、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26年3月31日現在で収入済みと 
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 356億8,621万円 77.7
公債費 120億6,184万円 99.6
総務費 116億6,425万円 77.9
教育費 113億6,363万円 79.4
衛生費 113億3,916万円 84.5
土木費 112億4,444万円 63.6
消防費 31億8,864万円 93.3
その他 （商工費など） 45億4,843万円 87.2

　　予算額　　1,270 億 1,537 万円
　　支出済額　1,010 億 9,660 万円　支出率　79.6％

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（※図2）の返済金（元金と利子）
総務費　戸籍、防災対策など
教育費　学校の整備、生涯学習の推進など
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
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26年3月31日現在で支出済みとなっ
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※
37億2,749万円
（6.2％）

固定資産税
262億3,157万円
（43.3％）

個人市民税
202億9,525万円
（33.5％）

臨時財政対策債
356億6,729万円
（35.1％）

市たばこ税
26億482万円
（4.3％）

事業所税※
25億6,746万円
（4.2％）

軽自動車税など
6億6,993万円
（1.1％）

公営住宅債
41億5,375万円
（4.1％）

総務債
37億6,171万円
（3.7％）

その他民生債など
76億5,830万円
（7.5％）

特別会計分
59億4,450万円
（5.8％）

法人市民税
44億9,327万円
（7.4％）

教育債
127億8,936万円
（12.6％）

土木債
203億9,608万円
（20.0％）

清掃債
63億1,570万円
（6.2％）

減税補塡債
50億8,614万円
（5.0％）

ほ てん

※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、一般会計の約5割を占めており、最も大切
な財源となっています。平成26年3月31日現在の
市税収入は、緩やかな景気回復基調を受け、個人市
民税、法人市民税が増加し、さらに市たばこ税の税
源移譲により、総額605億8,979万円となり、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）は主に植田排水機場の用地取得によるもので、
建物増加分（0.9% 増）は主に穂の国とよはし芸術劇場の取得によるものです。

有価証券（株券）
22 億 2,023 万円

（増減なし）

債権（貸付金など）
25 億 576 万円

（0.9％増）

基金
160 億 8,515 万円

（7.4％増）
主なもの

財政調整基金、
地域の元気臨時交付金基金など

出資金・出
しゅつえん

捐金
15 億 1,580 万円

（0.3％減）
主なもの

豊橋ステーションビル㈱、
（公財）豊橋市国際交流協会など

土地
8,163,729㎡

（0.1％増）

建物
1,221,092㎡

（0.9％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25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26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（H26.3.31 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 114億4,981万円 87億9,048万円 76.8 88億2,493万円 77.1
国民健康保険事業 344億7,675万円 317億1,249万円 92.0 324億7,311万円 94.2
総合動植物公園事業 15億7,541万円 3億8,881万円 24.7 13億7,334万円 87.2
公共駐車場事業 2億3,100万円 1億9,413万円 84.0 2億2,617万円 97.9
地域下水道事業 14億 720万円 6億3,346万円 45.0 9億3,695万円 66.6
母子寡婦福祉資金貸付事業 3,300万円 7,267万円 220.2 1,624万円 49.2
介護保険 202億9,154万円 158億4,677万円 78.1 177億1,095万円 87.3
後期高齢者医療 65億 100万円 30億 741万円 46.3 61億8,080万円 95.1

合計 759億6,571万円 606億4,622万円 79.8 677億4,249万円 89.2

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、前期高齢者交付金　 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 6,905 人
給水戸数　15 万 9,501 戸
普及率　　99.57％（0.02 ポイント増）

水 道 事 業 下水道事業 病 院 事 業

排水人口　26 万 9,384 人
排水面積　4,387 ヘクタール
普及率　　71.17％（0.30 ポイント増）

入院患者数　延べ 26 万 5,485 人
外来患者数　延べ 48 万 4,505 人

（入院 0.89％増、外来 2.41％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

ほてん

塡財源と
して補塡します。

＜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 （H26.3.31 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 （H25.4.1 〜 H26.3.31）
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 600万 　　円 59億5,036万1,709円
支出 59億9,400万 　　円 57億4,694万4,085円

資
本
的

収入 8億6,500万 　　円 8億1,179万8,330円
支出 29億6,408万7,500円 27億8,174万7,481円

補塡財源 20億9,908万7,500円 19億6,994万9,151円

下水道事業

収
益
的

収入 63億3,500万 　　円 61億9,024万1,007円
支出 65億 900万 　　円 61億6,939万 361円

資
本
的

収入 29億7,540万 　　円 25億2,613万7,540円
支出 57億1,490万8,200円 51億1,211万2,387円

補塡財源 27億3,950万8,200円 25億8,597万4,847円

病院事業

収
益
的

収入 256億2,050万 　　円 249億6,489万9,685円
支出 254億4,594万9,000円 243億9,463万8,168円

資
本
的

収入 14億3,300万 　　円 14億3,112万2,125円
支出 34億9,326万5,300円 33億5,593万 791円

補塡財源 20億6,026万5,300円 19億2,480万8,666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 404億4,118万2,239円 負債 13億 413万5,157円
流動 36億6,037万2,148円 資本 427億9,741万9,230円

計 441億 155万4,387円 計 441億 155万4,387円

下水道事業
固定 1,393億7,505万9,667円 負債 15億4,342万4,232円
流動 30億2,787万1,602円 資本 1,408億5,950万7,037円

計 1,424億 293万1,269円 計 1,424億 293万1,269円

病院事業

固定 260億8,365万6,879円 負債 24億3,731万9,688円
流動 94億1,754万6,526円 資本 333億5,632万 670円

繰延勘定 2億9,243万6,953円
計 357億9,364万 358円 計 357億9,364万 358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
1億2,147万5,877円

収益 56億3,911万4,526円 収益 3,040万1,481円
費用 54億 282万2,607円 費用 1億4,521万7,523円
差引 2億3,629万1,919円 差引 △1億1,481万6,042円

下水道事業
純損失

4,154万7,747円

収益 53億3,620万9,596円 収益 6億6,656万2,039円
費用 49億8,474万2,015円 費用 10億5,957万7,367円
差引 3億5,146万7,581円 差引 △3億9,301万5,328円

病院事業
純利益
5億6,731万2,564円

収益 233億8,343万7,341円 収益 15億3,505万 208円
費用 231億 233万8,316円 費用 12億4,883万6,669円
差引 2億8,109万9,025円 差引 2億8,621万3,539円


