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平成２3年
  一般会計の決算状況は、歳入総額が
万円を除くと、2億7,483万円の黒字と
前年度より7,678万円の減となり、依
※自主財源 : 町が自主的に収入しうる財源。地方
　依存財源 : 国や府の意思により定められた額を交

会計別決算状況
会計別 歳入額 歳出額 差引額

一般会計 64億6,778万円 61億 804万円 3億5,974万円

国民健康
保険特別
会計

事業勘定 26億6,511万円 24億6,821万円 1億9,690万円

診療所施設勘定  1億 928万円  1億 863万円 65万円

後期高齢者医療特別会計 2億8,838万円 2億8,060万円 779万円

介護保険特別会計事業勘定 14億2,632万円 13億5,575万円 7,058万円

下水道事業特別会計 4億4,141万円 4億3,075万円 1,065万円

生活排水処理事業特別会計 1,231万円 1,231万円 0円

合　計 114億1,059万円 107億6,429万円 6億4,630万円

前年度比 △3億4,661万円 △3億2,273万円 △2,389万円

基金現在高（まちの預金）
財政調整基金 16億5,893万円

公共施設整備基金 2億6,382万円

町債管理基金 68万円

文化振興基金 1億8,270万円

退職金等引当基金 1億3,293万円

ふるさとづくり基金 8,513万円

物品調達基金 306万円

国民健康保険事業財政調整基金 4,000万円

介護保険介護給付費準備基金 1億1,997万円

下水道建設基金 2億6,139万円

公共下水道水洗便所改造資金貸付基金 1,000万円

下水道債管理基金 1万円

土地開発基金 1億3,687万円

合　計 28億9,548万円

前年比 5億1,587万円

※基金現在高は平成24年3月末の額です。

町債現在高（まちの借金）
一般会計 59億7,488万円

国民健康保険診療所 3,270万円

下水道事業 23億9,771万円

生活排水処理事業 7,629万円

合　計 84億8,157万円

前年度比 △6,353万円

財政健全化判断比率
○財政健全化判断比率とは　
　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」の規定により、財政健全化指標等を公表することが義務付けられました。指
標が基準を超えた場合には、「早期健全化団体」あるいは「財政再生団体」となり、早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善
に取り組まなければなりません。（公営企業会計も同様です。）
　豊能町の平成23年度決算に基づく各指標は以下のとおりで、いずれの指標も基準以下となっています。

○健全化判断比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：％）
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

豊能町の数値 国の基準 豊能町の数値 国の基準 豊能町の数値 国の基準 豊能町の数値 国の基準
― 15.0 ― 20.0 5.0 25.0 48.4 350.0

いずれの指標も国の基準には達していません。
※実質赤字比率・連結実質赤字比率の「―」は赤字が無いことを表しています。
○資金不足比率　　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：％）

水道事業会計 下水道事業特別会計 生活排水処理事業特別会計
豊能町の数値 国の基準 豊能町の数値 国の基準 豊能町の数値 国の基準

― 20.0 ― 20.0 ― 20.0
いずれの指標も国の基準には達していません。

※資金不足比率の「―」は資金不足が無いことを表しています。

▶問合せ＝総務課
　　　　　☎739-3414
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特 集
 度決算状況 107億6，429万円

（一般会計・特別会計歳出総決算額）
64億6,778万円、歳出総額が61億804万円であり、翌年度に繰越す事業の財源8,491
なりました。黒字を確保できたものの、自主財源の根幹をなす町税は22億3,769万円と
存財源に頼らざるを得ない傾向が顕著となっています。
税、使用料、手数料等　
付される収入。地方交付税、国府支出金、町債等

平成23年度は、主にこんな事業を行いました。

一般会計
歳　　出

61億804万円

一般会計
歳　入

64億6,778万円

民生費
14億4,156万円 

23.6%
【主な施策】

福祉・医療・介護・
保育所・子育て支援等

総務費
14億2,019万円 

23.3%
【主な施策】

東西バス・電算・防災
選挙・人権推進等

教育費
8億3,352万円 
13.6%

【主な施策】
学校園・公民館・
図書館・ユーベル
ホール等 衛生費

8億7,205万円 
14.3%

【主な施策】
検診・予防接種・ごみ
収集・し尿処理等

自主財源
29億7,343万円 

46.0% 町税
22億3,769万円 

34.6%

繰越金
4億5,156万円 

7.0%

地方交付税
19億4,409万円 

30.1%

国・府支出金
7億4,204万円 
11.5%

町債
4億8,531万円 

7.5%

譲与税および交付金
3億2,292万円 

5.0%

諸収入
1億  876万円 
1.7%

その他
1億7,542万円 

2.7%

依存財源
34億9,435万円 

54.0%

公債費
5億4,670万円 

9.0%
【主な施策】

町債（借金）の返済

消防費
3億6,507万円 

6.0%
【主な施策】
消防本部・消防団

土木費
3億3,346万円 5.5%

【主な施策】
道路・公園・街路樹等

議会費
1億4,582万円 

2.4%
【主な施策】
町議会

農林水産業費
8,551万円 1.4%
【主な施策】
農業・森林整備等 その他

6,418万円
 1.1%

【主な施策】
災害復旧・観光等

地域公共交通社会実験運行事業 1,354万円
東西バスおよび東地区デマンドタクシーの社会実験に
よる運行を行いました。

障害者福祉事業 1億7,075万円
障害者の社会参加をすすめるため、障害福祉サービス
等の支援を行いました。

医療費助成事業 7,273万円
老人・障害者・ひとり親家庭・乳幼児（児童）の医療
費助成を行いました。

健康保持・疾病予防事業 8,641万円
がん検診、妊婦・乳幼児等の健診および予防接種等を
行いました。

ごみの収集・減量化・再資源化 9,882万円
資源とごみの分別収集・運搬および啓発に要した経費
です。

国崎クリーンセンター運営事業 2億2,997万円
国崎クリーンセンターの運営に要した経費です

豊能郡美化センター整理事業 1億2,817万円
豊能郡美化センターの整理事業に対する経費です。

道路維持管理事業 6,002万円
町道の維持補修・舗装工事等に要した経費です。

東能勢小学校耐震化事業 5,366万円
東能勢小学校校舎および体育館の耐震化工事を行いまし
た。

学校・地域・人権教育充実事業 1,474万円
わくわく教室や使える英語プロジェクト等、学校教育
や、子育て支援の充実を行いました。

図書館運営事業 1,766万円
図書館コンピューターの更新や、書籍の購入等を行い
ました。

※このページの数値は、１万円未満を四捨五入しているため、合計等が合わない場合があります。
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平成23年度 豊能町水道事業会計 貸借対象表 （平成24年3月31日）
資　産　の　部 負債および資本の部

科　　　目 金額（円） 科　　　目 金額（円）

 資産の部 負債および資本の部 

１．固定資産 9,199,787,955 １．固定負債 187,322,092 

（１）有形固定資産 8,407,823,391 （１）引当金 187,322,092 

イ 土地 483,378,625 イ 修繕引当金 101,235,860 

ロ 建物 680,145,565 ロ 退職給与引当金 86,086,232 

ハ 建物減価償却累計額 43,425,314 ２．流動負債 153,524,611 

二 構築物 4,674,728,737 （１) 未払金 69,509,160 

ホ 構築物減価償却累計額 570,323,266 イ 営業未払金 21,013,342 

へ 機械および装置 2,565,109,881 ロ 営業外未払金 48,495,818 

ト 機械および装置減価償却累計額 548,507,360 （２）預り金 84,015,451 

チ 車輌運搬具 1,822,035 イ 営業預り金 3,135,942 

リ 車輌運搬具減価償却累計額 15,725,475 ロ 営業外預り金 80,879,509 

ヌ 工具器具および備品 283,068 負債合計 340,846,703 

ル 工具器具および備品減価償却累計額 8,176,601 

ヲ 建設仮勘定 2,355,480 資本の部

（２）無形固定資産 791,964,564 １．資本金 4,157,870,066 

イ ダム使用権 363,491,252 （１）自己資本金 1,288,438,918 

ロ 施設利用権 428,473,312 イ 固有資本金 522,004,005 

２．流動資産 844,724,880 ロ 繰入資本金 645,934,913 

（１）現金・預金 820,697,422 ハ 組入資本金 120,500,000 

イ 預金 820,697,422 （２）借入資本金 2,869,431,148 

（２) 未収金 21,778,443 イ 企業債 2,869,431,148 

イ 営業未収金 17,753,908 ２．剰余金 5,551,044,289 

ロ 営業外未収金 4,024,535 （１）資本剰余金 5,895,918,236 

（３）貯蔵品 2,249,015 イ 国庫補助金 40,931,000 

イ 貯蔵品 2,249,015 ロ 工事負担金 2,735,695,207 

３．繰延勘定 5,248,223 ハ 受贈財産評価額 3,119,292,029 

（１）控除対象外消費税 5,248,223 （２）欠損金 △ 344,873,947

イ 22年度控除対象外消費税 3,254,537 イ 建設改良積立金 24,200,000

ロ 23年度控除対象外消費税 1,993,686 ロ 当年度未処理欠損金 △ 369,073,947

資本合計 9,708,914,355 

合　　　　　計 10,049,761,058 合　　　　　計 10,049,761,058

☆科目および仕訳けは地方公営企業法の規定に基づくものであり、一般企業のものとは異なります。   
☆負を意味する数値は△表示しています。▶問合せ＝営業課 ☎ 738-3311

（消費税抜き）
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平成２3度決算状況水道事業決算状況
平成23年度 豊能町水道事業会計 損益計算書

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで )

費用の部 収益の部

科　　　目 金額（円） 科　　　目 金額（円）

１．水道事業費用 613,865,052 １．水道事業収益 519,095,726 

（１）営業費用 543,443,399 （１）営業収益 457,644,545 

イ 原水および浄水費 168,482,110 イ 給水収益 457,211,145 

ロ 配水および給水費 133,589,042 ロ その他営業収益 433,400 

ハ 総係費 48,203,112 （２）営業外収益 61,434,460 

二 減価償却費 193,169,135 イ受取利息 1,533,433 

（２）営業外費用 67,297,951 ロ口径別納付金 2,700,000 

イ 受託工事費用 4,862,965 ハ他会計負担金 21,561,369 

ロ 支払利息 58,814,094 二他会計繰入金 28,966,022 

ハ 雑支出 3,620,892 ホ受託工事収益 4,973,334 

（３）特別損失 3,123,702 へ財産収入 784,860 

イ 過年度損益修正損 3,123,702 ト雑収益 915,442 

当年度純損失 △ 94,769,326 （３）特別利益 16,721 

イ 過年度損益修正益 16,721 

合　　　　　計 519,095,726 合　　　　　計 519,095,726

※科目および仕分けは地方公営企業法の規定に基づくものであり、一般企業のものとは異なります。
※負を意味する数値は△表示しています。 

水道事業資本的収入・支出
科　　　目 金額（円） 科　　　目 金額（円）

１．資本的支出 192,179,218 １．資本的収入 67,085,254 

（１）建設改良費 56,482,176 （１）他会計繰入金 41,885,254 

イ改良費 17,754,398  イ 他会計繰入金 41,885,254 

ロ拡張事業費 38,705,278 （２）企業債 25,200,000 

ハ量水器費 22,500 イ 企業債 25,200,000

（２）企業債償還金 135,697,042 

イ 企業債償還金 135,697,042

合　　　　　計 192,179,218 合　　　　　計 67,085,254

☆資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額は、建設改良積立金・過年度分損益勘定留保資金・当年度消費税およ
び地方消費税資本的収支調整額で補てんしました。

▶問合せ＝営業課☎738-3311

（消費税抜き）

（消費税込み）
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