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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 25.3.31 現在） ■図 2　市債の状況（Ｈ 25.3.31 現在高）※企業会計を除く

市債総額 1,033 億 3,924 万円　うち一般会計 972 億 6,284 万円市税収入済額　595 億 479 万円

財 政 公 表財 政 公 表平成 24 年度

収入
内訳 収入済額 収入率 （％）

市税 ※図 1 595億 479万円 98.5
国庫支出金 145億4,232万円 74.7
県支出金 42億7,765万円 62.7
諸収入 40億 394万円 59.2
地方交付税 38億8,231万円 107.2
地方消費税交付金 37億1,065万円 97.6
使用料及び手数料 25億2,017万円 88.7
その他 （市債※図 2 など） 61億7,830万円 28.2

　　予算額　　1,255 億 8,642 万円
　　収入済額　　986 億 2,013 万円　収入率　78.5％

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、景気の低迷と固定資産税の評価替えに
より減少しており、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 25 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 350億2,314万円 79.4
衛生費 113億6,031万円 82.2
公債費 113億1,153万円 93.2
土木費 108億 328万円 57.0
教育費 98億7,954万円 82.9
総務費 71億9,394万円 55.2
消防費 32億3,425万円 52.7
その他 （商工費など） 44億9,209万円 81.9

　　予算額　　1,255 億 8,642 万円
　　支出済額　　932 億 9,808 万円　支出率　74.3％

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
衛生費　保健事業、環境対策など
公債費　市の借り入れたお金（※図2）の返済金（元金と利子）
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25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※
36億8,910万円
（6.2％）

固定資産税
260億5,585万円
（43.8％）

個人市民税
198億5,416万円
（33.4％）

臨時財政対策債
324億8,804万円
（31.4％）

事業所税※
26億2,643万円
（4.4％）

市たばこ税
23億6,456万円
（4.0％）

軽自動車税など
6億6,142万円
（1.1％）

公営住宅債
42億5,441万円
（4.1％）

総務債
37億1,430万円
（3.6％）

その他民生債など
78億8,055万円
（7.7％）

特別会計分
60億7,640万円
（5.9％）

法人市民税
42億5,327万円
（7.1％）

教育債
138億1,012万円
（13.4％）

土木債
212億3,179万円
（20.5％）

清掃債
74億8,527万円
（7.2％）

減税補塡債
63億9,836万円
（6.2％）

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25年3月31日現在の市税収入は、個人市民税
が年少扶養控除の廃止などにより増加したものの、
固定資産税が評価替えにより、法人市民税が景気の
反映によりそれぞれ減少したため595億479万円と
なり、前年度に比べ減少しています。
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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（0.3%増）は主に前芝中学校用地購入によるもので、建物増加分（1.0%増）は主にアイプラザ豊橋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）
24 億 8,275 万円

（4.4％増）

基金
149 億 7,609 万円

（9.6％増）
主なもの

財政調整基金、
介護保険給付費等準備基金など

出資金・出
しゅつえん

捐金
15 億 2,050 万円

（10.9％減）
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
8,157,245㎡

（0.3％増）

建物
1,210,148㎡

（1.0％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24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25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（H25.3.31 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 117億6,048万円 80億8,575万円 68.8 80億1,505万円 68.2
国民健康保険事業 344億5,005万円 309億5,510万円 89.9 318億1,297万円 92.3
総合動植物公園事業 17億7,940万円 2億7,318万円 15.4 13億8,391万円 77.8
公共駐車場事業 2億3,100万円 2億 631万円 89.3 2億 697万円 89.6
地域下水道事業 16億5,400万円 5億2,570万円 31.8 9億9,219万円 60.0
母子寡婦福祉資金貸付事業 3,000万円 6,579万円 219.3 1,506万円 50.2
介護保険 193億9,258万円 150億 729万円 77.4 167億8,122万円 86.5
後期高齢者医療 62億5,082万円 29億2,840万円 46.8 59億3,604万円 95.0

合計 755億4,833万円 580億4,752万円 76.8 651億4,341万円 86.2

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 7,963 人
給水戸数　15 万 7,904 戸
普及率　　99.55％（0.19 ポイント増）

水 道 事 業 下水道事業 病 院 事 業

排水人口　26 万 9,093 人
排水面積　4,368 ヘクタール
普及率　　70.87％（0.19 ポイント増）

入院患者数　延べ 26 万 3,136 人
外来患者数　延べ 49 万 6,486 人

（入院 2.11％減、外来 0.20％増）

■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 （H25.3.31 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 （H24.4.1 〜 H25.3.31）
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 60億4,200万　　円 58億8,149万5,058円
支出 58億9,800万　　円 56億2,699万2,143円

資
本
的

収入 9億5,500万　　円 8億8,653万5,370円
支出 34億 12万 1千円 29億4,667万 87円

補塡財源 24億4,512万 1千円 20億6,013万4,717円

下水道事業

収
益
的

収入 63億4,300万　　円 62億3,103万4,902円
支出 64億6,000万　　円 61億9,275万1,235円

資
本
的

収入 30億6,860万　　円 23億2,547万8,040円
支出 55億6,778万 2千円 44億8,686万1,983円

補塡財源 24億9,918万 2千円 21億6,138万3,943円

病院事業

収
益
的

収入 248億8,551万 7千円 239億6,845万2,257円
支出 248億2,505万 2千円 235億8,135万5,002円

資
本
的

収入 12億8,568万 8千円 12億8,718万4,949円
支出 27億8,360万　　円 26億8,043万1,254円

補塡財源 14億9,791万 2千円 13億9,324万6,305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 399億 976万 367円 負債 13億9,089万5,284円
流動 37億7,431万5,690円 資本 422億9,318万 773円

計 436億8,407万6,057円 計 436億8,407万6,057円

下水道事業
固定 1,395億 573万7,799円 負債 11億4,345万9,904円
流動 28億6,354万2,147円 資本 1,412億2,582万 42円

計 1,423億6,927万9,946円 計 1,423億6,927万9,946円

病院事業

固定 259億6,263万1,632円 負債 23億1,065万1,484円
流動 88億 530万5,646円 資本 329億9,856万2,614円

繰延勘定 5億4,127万6,820円
計 353億 921万4,098円 計 353億 921万4,098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
1億6,381万1,424円

収益 55億7,932万 328円 収益 2,446万7,731円
費用 52億8,219万4,715円 費用 1億5,778万1,920円
差引 2億9,712万5,613円 差引 △1億3,331万4,189円

下水道事業
純利益

181万5,655円

収益 53億5,131万8,056円 収益 6億9,069万 60円
費用 49億1,554万9,286円 費用 11億2,464万3,175円
差引 4億3,576万8,770円 差引 △4億3,395万3,115円

病院事業
純利益
3億8,494万1,023円

収益 223億8,286万7,590円 収益 15億3,747万5,936円
費用 223億 637万 647円 費用 12億2,903万1,856円
差引 7,649万6,943円 差引 3億 844万4,080円
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