
昭  島  市

 　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、各指標を公表します。

　 下記１のとおり実質赤字比率など４つの指標からなる健全化判断比率には、国が定めた

 早期健全化基準が設けられており、この基準を１つでも超えると財政健全化計画の作成な

 どが義務付けられ、悪化した市の財政を建て直すことになります。また、公営企業につい

 ては、各会計ごとに資金不足比率を算定することになっており、経営健全化基準が定めら

 れています。

　 平成25年度の健全化判断比率・資金不足比率の状況は下記の表のとおりです。

　 各指標それぞれの算定方法などについては次ページ以降で解説します。

１.健全化判断比率１.健全化判断比率１.健全化判断比率１.健全化判断比率

指標の名称指標の名称指標の名称指標の名称

実実実実 質質質質 赤赤赤赤 字字字字 比比比比 率率率率

連連連連 結結結結 実実実実 質質質質 赤赤赤赤 字字字字 比比比比 率率率率

実実実実 質質質質 公公公公 債債債債 費費費費 比比比比 率率率率

将将将将 来来来来 負負負負 担担担担 比比比比 率率率率

※実質赤字額・連結実質赤字額がない場合は「－」と表示しています。※実質赤字額・連結実質赤字額がない場合は「－」と表示しています。※実質赤字額・連結実質赤字額がない場合は「－」と表示しています。※実質赤字額・連結実質赤字額がない場合は「－」と表示しています。

早期健全化基準早期健全化基準早期健全化基準早期健全化基準健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率

1.6%1.6%1.6%1.6%

1.4%1.4%1.4%1.4%

――――

――――

平成25年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の状況

――――

35.0%35.0%35.0%35.0%

30.00%30.00%30.00%30.00%

20.00%20.00%20.00%20.00%

財政再生基準財政再生基準財政再生基準財政再生基準

350.0%350.0%350.0%350.0%

25.0%25.0%25.0%25.0%

17.40%17.40%17.40%17.40%

12.40%12.40%12.40%12.40%

健全化判断比率の状況 （★＝昭島市の値）

※　実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字の程度を示す指標のため、黒字の場合は△（マイナス）

　表記となります。

財政悪化 財政健全

20.00% 12.40% 0%

実実実実 質質質質 赤赤赤赤 字字字字 比比比比 率率率率

30.00% 17.40% 0%

連連連連 結結結結 実実実実 質質質質 赤赤赤赤 字字字字 比比比比 率率率率

35.0% 25.0% 0%

実実実実 質質質質 公公公公 債債債債 費費費費 比比比比 率率率率

350.0% 0%

将将将将 来来来来 負負負負 担担担担 比比比比 率率率率

早期健全化基準早期健全化基準早期健全化基準早期健全化基準財政再生基準財政再生基準財政再生基準財政再生基準

△6.42%

△24.94%

1.4%

1.6%

－１－



２.資金不足比率２.資金不足比率２.資金不足比率２.資金不足比率

特別会計の名称特別会計の名称特別会計の名称特別会計の名称

下下下下 水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計

中中中中神神神神土土土土地地地地区区区区画画画画整整整整理理理理事事事事業業業業特特特特別別別別会会会会計計計計

水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

※資金不足額がない場合は「－」と表示しています。※資金不足額がない場合は「－」と表示しています。※資金不足額がない場合は「－」と表示しています。※資金不足額がない場合は「－」と表示しています。

　  健全化判断比率はいずれも早期健全化基準を大きく下回り、資金不足比率についても

  発生していません。これらの指標では本市の財政状況は「健全」であることを示す結果

  となりました。

　  しかしながら、財政構造の弾力性を判断するための指標である経常収支比率は、平成

  25年度決算では91.5％と依然として高い水準にあり、新たな行政需要に対応しにくい状

  況にあることになります。

　  今後も、市民サービスの維持・向上を図るため、これまで以上に行財政改革を推進し

  身の丈にあった自主自立の財政運営の確立に努めるとともに、最小の経費で最大の効果

  を挙げるためにも効果的・効率的な予算執行に努めてまいります。

資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率

――――

――――

――――

経営健全化基準経営健全化基準経営健全化基準経営健全化基準

20.0%20.0%20.0%20.0%

20.0%20.0%20.0%20.0%

20.0%20.0%20.0%20.0%

資金不足比率の状況 （★＝昭島市の値）

※　赤字の程度を示す指標のため、黒字の場合は△（マイナス）表記となります。

財政悪化 財政健全

下下下下 水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計

20.0% 0%

中中中中 神神神神 土土土土 地地地地 区区区区 画画画画 整整整整 理理理理 事事事事 業業業業

特特特特 別別別別 会会会会 計計計計

20.0% 0%

水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

20.0% 0%

経営健全化基準経営健全化基準経営健全化基準経営健全化基準

△7.8%

△100.0%

△172.9%

－２－



　早期健全化基準　早期健全化基準　早期健全化基準　早期健全化基準

　　　地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、

　　自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤

　　字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。

　財政再生基準　財政再生基準　財政再生基準　財政再生基準

　　　地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的

　　な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき

　　基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、

　　早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。

　経営健全化基準　経営健全化基準　経営健全化基準　経営健全化基準

　　　地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、

　　資金不足比率について定められた数値です。

　(1) 実質赤字比率　(1) 実質赤字比率　(1) 実質赤字比率　(1) 実質赤字比率

　実質赤字比率は、市の財政規模に対する一般会計の赤字額の割合を示します。家計に

例えると、一年間の収入から支出を引き、赤字になった額が家計の規模に対してどのく

らいの割合であったかを表すものです。

　※以下、特に断りのない場合、単位はすべて千円です。

一般会計の実質赤字額

20,974,422

（参考）実質黒字額が1,347,119千円でしたので、実質黒字比率を算定すると6.42％となります。

　　　　黒字決算のため実質赤字比率は算出されませんでしたが、仮に各基準に達する場合の赤

　　　　字額を試算すると、一般会計の実質赤字額が、2,600,829千円になると早期健全化基準

　　　  （12.40％）に、4,194,885千円になると財政再生基準（20.00％）に達してしまうことに

　　　  なります。

　実質赤字額　実質赤字額　実質赤字額　実質赤字額

　　　歳入から歳出を単純に引いた「形式収支」から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた

　　収支が赤字になった場合の、当該赤字額を言います。

　標準財政規模　標準財政規模　標準財政規模　標準財政規模

　　標準税収入額等18,562,197＋普通交付税額803,956＋臨時財政対策債発行可能額1,608,269

　　＝20,974,422

　　　普通交付税の算定にあたり、市税や地方消費税交付金などの一般財源（何にでも使える

　　お金）の収入額がどのくらいの規模であるかを示す数値を言い、各自治体の財政規模を表

　　します。なお、一般財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として、一定額

　　内で臨時的に発行できる借金（臨時財政対策債）の額を含みます。

標準財政規模

－

＝

実質赤字比率(%)

な　　し

－３－



　(2) 連結実質赤字比率　(2) 連結実質赤字比率　(2) 連結実質赤字比率　(2) 連結実質赤字比率

　連結実質赤字比率は、市の財政規模に対する全会計の赤字額の割合を示します。家計

に例えると、仕送りを受けて一人暮らしをしている子どもなど、お金のやりとりのある

世帯を合わせて、一年間の収入から支出を引き、赤字になった額が主たる世帯の家計の

規模に対してどのくらいの割合であったかを表すものです。

　平成25年度決算においては、全ての会計で黒字となり、合計すると5,231,038千円の

黒字となりました。

全会計の実質赤字額

20,974,422

（参考）全会計の実質黒字額が5,231,038千円でしたので、連結実質黒字比率を算定すると24.94％

　　　　となります。

　　　　黒字決算のため連結実質赤字比率は算出されませんでしたが、仮に各基準に達する場合の

　　　　赤字額を試算すると、全会計の実質赤字額が、3,649,550千円になると早期健全化基準

　　　  （17.40％）に、6,292,327千円になると財政再生基準（30.00％）に達してしまうことに

　　　  なります。

　全会計の実質赤字額（括弧内は実質黒字額）　全会計の実質赤字額（括弧内は実質黒字額）　全会計の実質赤字額（括弧内は実質黒字額）　全会計の実質赤字額（括弧内は実質黒字額）

　　一般会計 ：なし　　（1,347,119）

　　国民健康保険特別会計 ：なし　　（　645,846）

　　介護保険特別会計 ：なし　　（　 91,601）

　　後期高齢者医療特別会計 ：なし　　（　 32,193）

　　下水道事業特別会計 ：なし　　（　158,131）

　　中神土地区画整理事業特別会計：なし　　（　 25,432）

　　水道事業会計 ：なし　　（2,930,716）

　　　全会計とは、上記７会計となります。

　　　なお、地方公営企業法が適用される水道事業会計の赤字額は、流動負債から流動資産の額

　　を差し引いた額。また、法非適用宅地造成事業の中神土地区画整理事業特別会計は、実質収

　　支額と土地収入見込額の合計が赤字になった場合の額となります。

　　　他の会計は一般会計と同様、歳入から歳出を単純に引いた「形式収支」から翌年度に繰り

　　越すべき財源を差し引いた収支が赤字になった場合の、当該赤字額を言います。

標準財政規模

－

連結実質赤字比率(%)

＝

な　　し

－４－



　(3) 実質公債費比率　(3) 実質公債費比率　(3) 実質公債費比率　(3) 実質公債費比率

　実質公債費比率は、市の財政規模に対する、特別会計などを含めたすべての借金の返

済に充てた税など一般財源の割合を示します。家計に例えると、住宅ローンなどの借金

返済額が、一年間の家計でどのくらいの割合を占めていたかということです。

　なお、前３か年の平均値を平成25年度決算の実質公債費比率として扱います。

（参考）平成25年度決算における実質公債費比率は、各基準を大きく下回る結果となりましたが、

　　　　仮に平成25年度単年で各基準に達する場合の額を試算すると、3,045,763千円だった借金

　　　　返済額等が、7,550,770千円になると早期健全化基準（25.0％）に、9,460,062千円になる

　　　　と財政再生基準（35.0％）に達してしまうことになります。　　

　借金返済額等　借金返済額等　借金返済額等　借金返済額等

　　一般会計が直接支払った借金返済額　　　　　：2,511,022

　　特別会計の借金返済に充てるための繰出金　　：　405,032

　　一部事務組合の借金返済に充てるための負担金：　121,539

　　公債費に準ずる債務負担行為に係る支払額　　：　  8,170

　　　通常、借金返済額（公債費）として扱うものは一般会計が直接支出する借金返済額だけです

　　が、実質的に借金返済額と考えられるもの（実質公債費）として、特別会計や一部事務組合の

　　借金返済に充てるために一般会計が支払った額や、公債費に準ずる債務負担行為に係る支払額

　　（例えば社会福祉法人が施設の建設のために借り入れた借入金の償還に対する補助など）、一

　　時借入金に係る利子の支払額をこの指標では含みます。

　特定財源・普通交付税で措置される額　特定財源・普通交付税で措置される額　特定財源・普通交付税で措置される額　特定財源・普通交付税で措置される額

　　特定財源　　　　　　　　：　896,038

　　普通交付税で措置される額：1,881,501

　　　特定財源とは、使い道が定められていてほかには使えない収入のことを言います。ここで対

　　象とされるものは、都市計画事業のための借金返済に充てることができる都市計画税です。

　　　普通交付税で措置される額とは、減税補塡債など普通交付税算定上の需要（支出）額に含ま

　　れる国の施策による借金返済額で、公債費比率の計算において分母・分子ともに差し引くこと

　　になっています。

＝

実質公債費比率

(単年度)   (%)

1.40483

特定財源・

普通交付税で措置される額

2,777,539

普通交付税で措置される額

平成23年度

比率　 (%)

1.50857

平成25年度

比率　 (%)

1.40483

＋

平成24年度

比率　 (%)

1.41703

＋ ＝

実質公債費比率 (%)

1.4

÷ ３

借金返済額等

3,045,763

標準財政規模

20,974,422 1,881,501

－５－



　(4) 将来負担比率　(4) 将来負担比率　(4) 将来負担比率　(4) 将来負担比率

　将来負担比率は、市の財政規模に対する地方債（借金）残高など一般会計等が将来負

担すべき実質的な負債の割合を示します。家計に例えると、住宅ローンなどでまだこれ

から払わなければならない残額から貯金などを差し引いた金額が、一年間の家計の規模

と比べてどのくらいかという割合です。

（参考）平成25年度決算における将来負担比率は、早期健全化基準を大きく下回る結果となりましたが、

        仮に早期健全化基準に達する場合の額を試算すると、33,669,284千円だった将来負担額が、

　　  　100,186,043千円になると早期健全化基準（350.0％）に達してしまうことになります。　

　将来負担額　将来負担額　将来負担額　将来負担額

　　一般会計の借金の残高　　　　　　　　　　　　　：23,172,136

　　特別会計の借金残高のうち一般会計支払見込額　　： 2,490,063

　　一部事務組合の借金残高のうち一般会計支払見込額： 　430,135

　　公債費に準ずる債務負担行為に係る今後支払額　　：　  99,707

　　職員の退職手当負担見込額　　　　　　　　　　　： 7,477,243

　　　一般会計の借金の残高のほか、特別会計や一部事務組合の借金の残高のうち繰出金や負担金

　　といった形で一般会計が支払うと見込まれる額、債務負担行為として既に今後の支払契約を結

　　んでいるもの及び職員の退職手当負担見込額などの総額になります。

　充当可能財源等　充当可能財源等　充当可能財源等　充当可能財源等

　　充当可能基金　　　　　　　　　　　： 7,383,289

　　充当可能特定歳入　　　　　　　　　： 6,231,648

　　今後普通交付税で措置される額の合計：19,745,882

　　　今ある貯金の額、都市計画事業のための借金返済に充てることができる都市計画税等の特定

　　財源額などのことです。

　　　なお、実質公債費比率と同様、普通交付税で措置される額は分母・分子ともに差し引くこと

　　になっています。（分母は平成25年度に措置された返済額、分子は今後措置される借金総額｡）

充当可能財源等

33,360,819

普通交付税で措置される額

1,881,501

将来負担額

33,669,284

＝

将来負担比率 (%)

1.6

標準財政規模

20,974,422

－６－



　(5) 資金不足比率　(5) 資金不足比率　(5) 資金不足比率　(5) 資金不足比率

　資金不足比率は、公営企業の事業規模に対する資金不足額（赤字額）の割合を示し

ます。

①下水道事業特別会計

資金の不足額

2,004,723

（参考）資金剰余額が158,131千円でしたので、資金剰余比率を算定すると7.8％となります。

②中神土地区画整理事業特別会計

資金の不足額

25,432

（参考）資金剰余額が25,432千円でしたので、資金剰余比率を算定すると100.0％となります。

③水道事業会計

資金の不足額

1,694,480

（参考）資金剰余額が2,930,716千円でしたので、資金剰余比率を算定すると172.9％となります。

 資金の不足額 資金の不足額 資金の不足額 資金の不足額

 　下水道事業特別会計では実質赤字額と同じです。

 　中神土地区画整理事業特別会計では実質赤字額から土地収入見込額を差し引いた額となります。

 　水道事業会計では企業債を除いた流動負債から流動資産を差し引いた額となります。

 事業の規模 事業の規模 事業の規模 事業の規模

 　　営業収益の額から受託工事収益の額を差し引いた額（又はそれに相当する額）のことです。

 　なお、中神土地区画整理事業特別会計では、実質黒字額と土地収入見込額の合計額となります。

事業の規模

－

＝

資金不足比率(%)

事業の規模

な　　し

な　　し

資金不足比率(%)

＝

－

事業の規模

な　　し

資金不足比率(%)

＝

－

－７－



　≪参考≫　昭島市における健全化判断比率等の対象範囲　≪参考≫　昭島市における健全化判断比率等の対象範囲　≪参考≫　昭島市における健全化判断比率等の対象範囲　≪参考≫　昭島市における健全化判断比率等の対象範囲

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

下水道事業特別会計

中神土地区画整理事業特別会計

法適法適法適法適 水道事業会計

東京たま広域資源循環組合

※

東京都十一市競輪事業組合

東京都六市競艇事業組合

東京市町村総合事務組合

立川・昭島・国立聖苑組合

東京都後期高齢者医療広域連合

※資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定します。※資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定します。※資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定します。※資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定します。

地地地地

方方方方

自自自自

治治治治

法法法法

法非適法非適法非適法非適

公公公公

営営営営

企企企企

業業業業

会会会会

計計計計

公営事業会計公営事業会計公営事業会計公営事業会計

一般会計一般会計一般会計一般会計 一般会計

土地開発公社

　一部事務組合　一部事務組合　一部事務組合　一部事務組合

　広域連合　広域連合　広域連合　広域連合

　地方公社　地方公社　地方公社　地方公社

　第三セクター　第三セクター　第三セクター　第三セクター

一一一一

般般般般

会会会会

計計計計

地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法

特特特特

別別別別

会会会会

計計計計

実実実実

質質質質

赤赤赤赤

字字字字

比比比比

率率率率

資資資資

金金金金

不不不不

足足足足

比比比比

率率率率

将将将将

来来来来

負負負負

担担担担

比比比比

率率率率

実実実実

質質質質

公公公公

債債債債

費費費費

比比比比

率率率率

連連連連

結結結結

実実実実

質質質質

赤赤赤赤

字字字字

比比比比

率率率率

－８－


