
4平成22年（2010年）11月15日

２１年度決算（基準日：２２年３月３１日）
〈負債・純資産の部〉〈資産の部〉
１兆１,８２１億円１兆１,８２１億円

負債　７３１億円

公共資産
１兆１，５０４億円

純資産
　１兆１，０９０億円

投資等　　１２４億円
流動資産　１９３億円
うち歳計現金 ４１億円

区有財産の状況
備考現在高区分

８４１，７２６㎡土地

５２５，０５３㎡建物

箱根保養所温泉権（２
件）、旧伊東保養所温泉権３件物権

芸術文化振興財団など
への出資金９億円出資による

権利

取得金額１件５０万円以
上のもの４７億円物品

奨学資金などの貸付金５億円債権

財政調整基金、減債基
金などの基金２４１億円基金

特別区債の状況
一般会計および用地特
別会計４８２億円特別区債

現在高

一時借入金の状況
一時借り入れは行っていません

補正（第1号）後の各会計予算額および執行状況

収入率
執行率

収入済額
支出済額

予算額
区分

補正後補正当初
４４．２
４１．６

３９５
３７２８９２７８８６一般会計

３４．５
４１．０

８２
９７２３６２２３４国民健康保険

特別会計
１９．１
６．５

０．１
００．４００．４老人保健医療

特別会計
３７．３
３２．２

１９
１７５１０５１後期高齢者

医療特別会計
４６．２
４１．９

６８
６２１４７３１４５介護保険

特別会計
１００．０
１００．０

２
２２０２用地特別会計

（単位：億円、％）

各会計の予算額および４～９月の収入支出の状況
　一般会計では特別区税などの歳入が大幅に落ち込むことが
見込まれたことから、区の貯金に当たる積立基金を取り崩し
ました。主な内容は次のとおりです。

特別区税…当初予算編成後の税収見込みを反映し、２４億円減
額しました。

繰越金……２１年度決算による繰越金が確定したため、１９億円
増額しました。

繰入金……特別区税の減収見込みによる財源不足などへの対
応のために積立基金の取り崩しなどにより、１６億
円増額しました。

歳入の主な補正内容

　緊急に対応すべき経費などのほか、事業執行に伴い変更の
必要があるものについて補正しました。
　・日本脳炎予防接種勧奨再開に伴う助成の充実
　・住宅手当支給の充実
　・私立保育所整備費補助の充実
　・新規借上型高齢者福祉住宅整備費補助の充実

歳出の主な補正内容

　特別区税や補助金など、新たに７２２億円の財源が確保されましたが、１年間
の純粋な経常行政コストが７５７億円かかったほか、事業用資産（土地）の地価
下落に伴う評価替えなどにより３９９億円減少したため、純資産は２１年度中に
４３４億円減少したことになります。

　１年間の通常の行政活動に伴う収支（経常的収支）は９６億円の黒字で
したが、公共資産の整備に伴う収支の不足３６億円と、借入金の返済や投
資・出資、基金への積み立てなどに伴う投資・財務的収支の不足８８億円
の合計は１２４億円となり、補いきれなかった不足分２８億円を、年度末の歳
計現金残高から減算した結果、４１億円となりました。

　区の資産を形成するために、これまでの世代が負担してきた純資産は１兆
１，０９０億円（９３．８％）、将来の世代への負担として残された負債は７３１億円
（６．２％）となっています。公共資産１兆１，５０４億円のうちの大半が道路・公
園など土木関係の資産で、約７割（７，９６１億円）を占めています。

　１年間の行政サービスの提供にかかった費用（経常行政コスト）のう
ち、生活保護費などの扶助費や各種団体への補助金など移転支出にかか
る費用が３９．１％（３０９億円）を占め、次いで物品の購入や施設の維持管
理・減価償却などにかかる費用が３１．３％（２４７億円）を占めています。
　経常行政コストの合計は７９０億円ですが、行政サービスの提供に当た
り区民の皆さんから負担していただいた収入を差し引くと、純粋な経常
行政コストは７５７億円となります。

　区民の皆さんに、区の財務状況をより詳しく知っていただくため、新しい公会
計制度の「総務省方式改訂モデル」による４つの財務諸表を作成しました。４つ
の表は、 印で結んだ数値どうしが対応することにより、相互に関連しています。

　区の保有する資産や負債などの状況を示しています。左側の
資産を形成するための財源内訳を、右側に負債・純資産として
表しています。

　資産の形成につながらない行政サービスの提
供に必要な費用とそれに伴う収入の１年間の状
況を示しています。

　区の純資産（資産から負債を引いた残り）が１年
間にどのように増減したかを示しています。

　どのような活動にどれだけの資金が使われ
たか、１年間の現金の流れで示しています。

貸借対照表

行政コスト計算書

純資産変動計算書

資金収支計算書

長引く景気の悪化の影響を受け、資産が減少する
など、厳しい財政状況にあることが分かります

特別区税などの大幅な落ち込みが見込まれ、区の貯金（積立基金）を取り崩しました

特別区民税の負担状況

特別区民税の２２年度補正後
予算額

３５２億円総額

２４９，５６４円１世帯当たり

１３４，３１８円１人当たり

※いずれも２２年９月３０日現在
（物品および債権は２２年３月３１日現在）

純資産残高

４３４億円
純資産減

期首
（２１年４月１日現在）
１兆１，５２４億円

期末
（２２年３月３１日現在）

　１兆１，０９０億円

１年間の純資産の変動
（２１年４月１日～２２年３月３１日）
純経常行政コスト　△７５７億円
資産評価変動など　△３９９億円
財源確保　　　　　　７２２億円
　　　　　　　　計△４３４億円

２１年度決算（基準日：２２年３月３１日）
費用計　７９０億円

純経常行政コスト
（費用と収入の差）

　　７５７億円

その他費用　９億円
人にかかる費用
（職員の給与など）
２２５億円

物にかかる費用
２４７億円

移転支出にかかる費用　
３０９億円 収入　３３億円

現金収支

総収入　８６３億円総支出　８９１億円

収入と支出の差額
２８億円投資・財務的支出

１０８億円 投資・財務的収入
１９億円

不足
　８８億円
不足
　３６億円

黒字
　９６億円

公共資産整備収入　
６４億円公共資産整備支出　

１００億円

経常的収入
７８０億円経常的支出

６８３億円

歳計現金残高

収入と支出の
差額２８億円期首

（２１年４月１
日現在）
６９億円

期末
（２２年３月３１
日現在）
４１億円

不足分を歳計現
金残高から減算

みにより、
迎えています

　条例に基づいて、毎年５月と１１月に財政状況を公表しています。今回は、｢２１年度決算のあらまし｣「決算から分かる
厳しい区の財政状況」｢２１年度財務諸表｣｢２２年度上期の補正予算と執行状況｣についてお知らせします。詳細はホームペ
ージでご覧になれます。また、｢目黒区の財務諸表｣（冊子）を、総合庁舎本館１階区政情報コーナーで配布しています。

■問 財政課財政係（緯５７２２－９１３７）

投資等とは
　団体などへの出資
金・特定目的のための
基金残高などです。

流動資産とは
　１年以内に回収・現
金化できる資産（現金
預金・未収金）です。

収入とは
　施設の使用料や保育
園の保育料などです。

公共資産とは
　区が保有する土地・
建物などで、売却可能
なものも含みます。

２１年度　財務諸表

２２年度上期の補正予算と執行状況
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●１ 実質赤字比率　一般会計などの実質的な赤字が、
区の年間収入（過去３年間程度の平均的な年間収
入。以下同じ）に対してどの程度かを示す指標
●２ 連結実質赤字比率　「実質赤字比率」の範囲を特
別会計にまで広げて算定した指標
●３ 実質公債費比率　借入金の実質的な年間返済額
が、区の年間収入に対してどの程度かを示す指標
●４ 将来負担比率　将来的に区が支払うべき負担見込
額が、区の年間収入に対してどの程度かを示す指標　

　いずれの指標も早期健全化段階の基準値を下回
っており（下図★）、指標の上では健全な財政状況
にあるといえますが、歳入の大幅な減少により区
の財政状況は非常に厳しくなっています。４

つ
の
指
標

早い時期に健全化へ向け
た計画を策定して改善に
取り組むことなどが義務
づけられます

国の関与による確
実な再生を目指す
ことになります

●１ 実質赤字比率
●２ 連結実質赤字比率
●３ 実質公債費比率
●４ 将来負担比率

早期健全化段階 再生段再生段階階
１１．２５％以上
１６．２５％以上
２５％以上
３５０％以上

２０％以２０％以上上
４０％以４０％以上上
３５％以３５％以上上

健全化段階０％

健全 財政悪化

★
★

★
★

８．０％

←

←
黒字のため非該当

黄 色 信号 信号赤

マイナスのため非該当

　財政構造の健全性を確認できる指標です。過
去の借金返済に当たる公債費が区税などの収入
に対してどのくらいの割合かを示します。

　新しい事業などにどのくらい対応する力があるのかを確認
できる指標です。区税などの収入に対して、人件費などの経
費がどのくらいの負担割合となっているのかを示します。数
値が高いほど財政の硬直化が進んでいるといえます。

　収支の状況を確認できる指標です。決算上の純
利益または純損失に当たる実質収支が収入に対し
てどのくらいの割合かを示します。

区の　　　　財財財財財財財財財財財財財財財財財財政政政政政政政政政政政政政政政政政政状状状状状状状状状状状状状状状状状状財政状況況況況況況況況況況況況況況況況況況況財政状財政状況況

特別区税と特別区交付金の合計が、前年度（６４４億円）と比べ９８億円の減となりま
した。大幅な財源不足が生じたため、区の貯金である積立基金を取り崩して対応
しました（「決算から分かる厳しい区の財政状況」もご覧ください）。

総務費は、歳入の大幅な落ち込みの影響などから区の貯金である積
立基金への積み立てが減ったことなどにより、前年度（１６５億円）と
比べ２３億円の減となっています。

※住民数は、２６１，０３６人（２２年３月３１日現在）で計算しています

景気低迷の影響などを受け、特別区税・特別区交付金が大幅に減りました　 積立基金（区の貯金）への積み立てが減りました

普通会計歳入歳出の状況

主な財政指標の状況
経常収支比率実質収支比率 適正範囲を上回りました

歳入の落ち込みによって数値
が上がりました

歳入の落ち込みによって経常的
経費の負担が重くなっています 公債費比率

歳入の落ち込み
厳しい局面を迎

お知らせします

※
数
値
は
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と
に
四
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主な財政指標の状況

財政健全化法に基づく健全化判断比率

　２１年度決算では前年度と比較して、景気低迷の影響などにより、合わせて９８億円の減
となりました。これらによって生じた財源不足は、区の貯金である積立基金を取り崩す
ことにより対応しています。

興特別区税と特別区交付金の決算額の推移興決算から分かる
厳しい区の財政状況

　歳入の大幅な減収によって、区の財政状況の悪化が進んでい
ます。健全な財政運営を確保するため、「緊急財政対策本部」を
設置して、事務事業の見直しに取り組んでいます。

＊８面区長コラム「チャレンジめぐろ」もご覧ください

２１年度　決算のあらまし

　特別区債（区の借金）の残高は年々減っていますが、まだ特別区平均よりも１２９億円多
い状況です。高額な借金返済の経費が区の財政にとって非常に重い負担となっていま
す。

興特別区債（区の借金）の残高興

　財源不足に対応するための積立基金（区の貯金）の残高の状況です。歳
入が直ちに改善することは見込みにくい状況にあり、基金の残高は２５年度
にも底を突くおそれがあります。

興財源不足に対応するための積立基金（区の貯金）の状況興

※特別区交付金とは、都と特別区または特別区相互の財政の均衡化を図るために、
　固定資産税などを財源として都から特別区に交付されるものです。


