
○ 実質赤字比率、連結実質赤字比率は、赤字額がないため「－」表示としている。
○ 早期健全化基準 ： 自主的な改善努力による財政の健全化が必要な水準

・財政健全化計画の策定、外部監査の要求の義務付け、実施状況の毎年度の議会報告と公表　等
○ 財政再生基準 ：国等の関与による確実な再生が必要な水準

・財政再生計画の策定、外部監査の要求の義務付け、起債の制限　等

○ 資金不足額がない会計については「－」表示としている。
○ 経営健全化基準 ： 自主的な改善努力による財政の健全化が必要な水準

・経営健全化計画の策定、外部監査の要求の義務付け、実施状況の毎年度の議会報告と公表　等

 電気事業会計 電気事業会計 電気事業会計 電気事業会計

* 連結実質赤字比率における財政再生基準は、３年間の経過的基準の設定があり、H20年度及び21年度決算
　に基づく基準は、25%、H22年度決算に基づく基準は、20%、それ以降が本則により15%となる。

HHHH21212121年度年度年度年度 経営健全化基準

20%

－－－－
－－－－
－－－－

－－－－

 温泉事業会計 温泉事業会計 温泉事業会計 温泉事業会計

 地域振興事業会計 地域振興事業会計 地域振興事業会計 地域振興事業会計

 流域下水道事業特別会計 流域下水道事業特別会計 流域下水道事業特別会計 流域下水道事業特別会計

 病院事業会計 病院事業会計 病院事業会計 病院事業会計

　　　　実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率

　　　　将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率

－－－－

14.2%14.2%14.2%14.2%

HHHH21212121年度年度年度年度

　　　　実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率

　　　　連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率

－－－－

15%(*)

35%

－－－－

246.7%246.7%246.7%246.7%

H20年度

－
－
－
－

5%

早期健全化基準 財政再生基準H20年度
（全国順位：良い順）

－

3.75%

8.75%

25%

400%

－

－

12.9%
(20位）
247.1%
（27位）

健全化判断比率等の状況

○　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行に伴い、
　 平成１９年度決算から健全化判断比率等を算定
○　一定の基準を超えた場合には、財政健全化計画等の策定が必要
○　平成２１年度決算に基づき算定した本県の比率は、いずれも健全
　 化の判断基準を下回る状況
○　ただし、平成１０年代前半まで経済対策のために多額に県債を発
　 行（償還年限２０年が中心）した影響等により、当面、元利償還金が
　 増加することなどから、実質公債費比率は今後上昇が続くと見込ま
　 れる。

健全化判断比率

公営企業の資金不足比率



　（※表示単位未満を四捨五入しており積み上げと一致しない場合がある。）

◇ 標準財政規模に対する一般会計等の赤字額の割合

（単位：百万円）

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

うち臨時財政対策債発行可能額
* 実質赤字の額 ＝ 繰上充用額 ＋ （支払繰延額 ＋ 事業繰越額）

*

◇ 標準財政規模に対する公営企業会計を含めた全会計の赤字額の割合

（単位：百万円）

連結実質赤字額

一般会計等の実質赤字額

公営事業会計の実質赤字額

公営企業会計の資金の不足額

標準財政規模 253,510253,510253,510253,510

HHHH21212121年度年度年度年度 H20年度

・支払繰延額：当該年度に支出義務が発生している債務について当該年度に支出せず、翌年度の予算か
　　　　　　　　　ら出した額

・事業繰越額：歳出予算のうち、諸般の事情から、当該年度において支出負担行為をすることができなかっ
　　　　　　　　　たため、当該年度においてはこれを不用額とし、翌年度において新たに歳出予算に計上し
　　　　　　　　　た額

標準財政規模：地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう地方税や普
　　　　　　　　　　通交付税などの経常的一般財源の額

△ 30,618

　一般会計等とは、一般会計及び特別会計のうち公営企業会計を除いたものを指す。
本県の場合、１１会計が該当。

△ 37,582△ 37,582△ 37,582△ 37,582

△ 11,424

257,226
21,883

・繰上充用額：会計年度経過後にその会計年度の歳入が歳出に不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上
　　　　　　　　　げて、その年度の歳入に充てた額

△ 12,979△ 12,979△ 12,979△ 12,979

253,510253,510253,510253,510
44,20644,20644,20644,206

△ 11,424

257,226

－

△ 19,195

△ 12,979△ 12,979△ 12,979△ 12,979

－

△ 24,603△ 24,603△ 24,603△ 24,603

HHHH21212121年度年度年度年度 H20年度

算定の概要

実質赤字比率 ＝＝＝＝ 　－　　－　　－　　－　（（（（△△△△５５５５．．．．１１１１１１１１％）　％）　％）　％）　※△※△※△※△はははは黒字黒字黒字黒字

実質赤字比率　＝
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

連結実質赤字比率 ＝＝＝＝ 　－　　－　　－　　－　（（（（△△△△１４１４１４１４．．．．８２８２８２８２％）　％）　％）　％）　※△※△※△※△はははは黒字黒字黒字黒字

連結実質赤字比率　＝
連結実質赤字額

標準財政規模



* 資金の不足額：

◇

（単位：百万円）

地方債の元利償還金

地方債の準元利償還金

満期一括償還地方債の元金償還金相当額

公営企業債の償還に充てたと認められる繰出金

債務負担行為に基づく支出等

特定財源

元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

標準財政規模

（再掲）元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

単年度実質公債費比率
*

*

(法適用企業)=(流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるため
に起こした地方債の現在高-流動資産)-解消可能資金不足額
 → １年以内に払わなければならない借金等から保有する現金・預金、有
価証券、未収金を除いたもの。

(法非適用企業)=(繰上充用額+支払繰延額・事業繰越額+建設改良費等
以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高)-解消可能
資金不足額
 → 一般会計等と同じ算定方法による赤字額

・解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事業が
ある場合において、資金の不足額から控除する一定の額。本県の場合、対象なし。

　本県の場合、公営企業会計とは、電気事業会計、温泉事業会計、地域振興事業会
計、病院事業会計（以上「法適」）及び流域下水道事業特別会計（「法非適」）の５会計

標準財政規模に対する一般会計等が負担する当該年度の借金返済額の割合。対象
は、全会計と一部事務組合等（本県該当なし）

（（（（前年度前年度前年度前年度１２１２１２１２．．．．９９９９％）％）％）％）

H21 H20 H19

3,7763,7763,7763,776

4,2634,2634,2634,263 3,4163,4163,4163,416

2,8382,8382,8382,838 2,8872,8872,8872,887

79,04779,04779,04779,047 75,99775,99775,99775,997 73,90873,90873,90873,908

3,1563,1563,1563,156

257,226257,226257,226257,226 253,024253,024253,024253,024

440440440440 245245245245 278278278278

3,6733,6733,6733,673

44,65344,65344,65344,653 47,23147,23147,23147,231

3,5943,5943,5943,594

47,69747,69747,69747,697

債務負担行為に基づく支出等：
　　　　　　 債務負担行為に基づく国営土地改良事業負担金、市町村が起こした臨時地方
              道整備事業債の元利償還金の補給等及び一時借入金の利子

特定財源：中小企業高度化資金貸付金、就農支援資金貸付金など、貸付金の財源として
　　　　　　　発行した地方債に係る当該貸付金の元利償還金や県営住宅建設に充てる県営
　　　　　　　住宅使用料等

16.816.816.816.8 13.613.613.613.6 12.512.512.512.5

44,65344,65344,65344,653 47,23147,23147,23147,231 47,69747,69747,69747,697

3,1653,1653,1653,165

667667667667 333333333333 －－－－

253,510253,510253,510253,510

実質公債費比率 ＝＝＝＝　　　　１４１４１４１４．．．．２２２２％％％％

実質公債費比率
（３ヶ年平均）

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利
償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

 標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財
政需要額算入額）

＝



◇

（単位：百万円）

将来負担額
一般会計等の地方債現在高

債務負担行為に基づく支出予定額

退職手当支給予定額のうち、一般会計等の負担見込額

設立法人の負債額等のうち、一般会計等の負担見込額

連結実質赤字額

充当可能基金額

特定財源見込額

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

標準財政規模

元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
*

*

*

*

*

【内訳】

（（（（前年度前年度前年度前年度２４７２４７２４７２４７．．．．１１１１％）％）％）％）

45,432

（単位：百万円）

H20年度HHHH21212121年度年度年度年度

2,929

134,764

29,510

債務負担行為に基づく支出予定額：
　　　　　　 債務負担行為に基づく国営土地改良事業負担金、市町村が起こした臨時地方道
　　　　　　 整備事業債の元利償還金の補助等（元金分に限る）

0000

0000
7,2577,2577,2577,257
3,1973,1973,1973,197
7,5347,5347,5347,534

191191191191
10,22810,22810,22810,228

51515151 107
0

H20年度

7,375
3,064
7,818

144
11,003

法　　人　　名
道路公社

一般会計等以外の会計の地方債に充てる一般会計等からの負担等見込額：
　　　　　　 公営企業会計の元金償還額に対する一般会計等からの繰出金の見込額

退職手当支給予定額のうち、一般会計等の負担見込額：
　　　　　　 算定年度の末日における地方公共団体の職員の全員が同日において自己都合
　　　　　　 により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額のうち、一般会計
              等において負担が見込まれるもの

設立法人の負債額等のうち、一般会計等の負担見込額：
　　　　　　 道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人（本県該当なし）の負債額並び
　　　　　　 にその他の設立法人等の損失補償付債務額のうち、総務省令の規定により算定
　　　　　　 した額

0
HHHH21212121年度年度年度年度

標準財政規模に対する一般会計等が将来負担すると見込まれる借金返済額の割合（収
入の何年分に相当するかの割合）。対象は、全会計、一部事務組合等（本県該当なし）
及び地方三公社・第三セクター

一般会計等の地方債現在高：
　　　　　　 普通会計における県債残高に国からの母子寡婦福祉基金貸付金の残高を加え
　　　　　　 た額と一致（母子寡婦福祉基金貸付金は、国庫補助金に相当するものとして普
              通会計では計上されない。また、その残高は、特定財源見込額で控除）

1,126,502

913,868

－

519,276

一般会計等以外の会計の地方債の償還に充てる一般会計等からの負担等見込額

53,16553,16553,16553,165

29,37229,37229,37229,372

557,082557,082557,082557,082

44,65344,65344,65344,653
257,226
47,231

56,595

31,646

253,510253,510253,510253,510

土地開発公社
環境整備事業団
林業公社
農業振興公社

産業支援機構

住宅供給公社
信用保証協会

1,155,0431,155,0431,155,0431,155,043

946,928946,928946,928946,928

2,2072,2072,2072,207

44,11744,11744,11744,117

133,334133,334133,334133,334

28,45828,45828,45828,458

－

将来負担比率　＝

将来負担額 －（充当可能基金額＋特定財源見込額 ＋ 地方
債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

 標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政
需要額算入額）

将来負担比率 ＝＝＝＝ 　　　　２４６２４６２４６２４６．．．．７７７７％％％％



*

*

※ △は黒字

◇ 公営企業ごとの事業の規模に対する資金不足額の割合

（単位：百万円）

電気事業会計（法適用企業）

温泉事業会計（法適用企業）

地域振興事業会計（法適用企業）

病院事業会計（法適用企業）

流域下水道事業特別会計（法非適用企業）

* 資金の不足額：

*

－　－　－　－　((((△△△△32323232....4444%)%)%)%)

－　－　－　－　((((△△△△4444....0000%)%)%)%)

－　－　－　－　((((△△△△377377377377....6666%)%)%)%)
－　－　－　－　((((△△△△466466466466....1111%)%)%)%)

－　－　－　－　((((△△△△61616161....5555%)%)%)%)

　本県の場合、対象となる地方三公社・第三セクターとは、道路公社、土地開発公
社、住宅供給公社、環境整備事業団、林業公社、農業振興公社、信用保証協会及
び産業支援機構の８法人

充当可能基金額：
　　　　　　 災害救助基金、財政安定化基金（後期高齢者医療制度及び介護保険制度）
             以外の基金（本県の場合、３３基金）について、当該基金を廃止するものと
             仮定した場合に国等へ返還することとならない現金・預金、債券等

特定財源見込額：
　　　　　　 貸付金の財源として発行した地方債に係る貸付金の元利償還金や県営住
             宅建設に充てる県営住宅使用料等について、総務省令の規定により算定
             した額

△ 9,758△ 9,758△ 9,758△ 9,758 15,86015,86015,86015,860

△ 792△ 792△ 792△ 792 2,4422,4422,4422,442

△ 676△ 676△ 676△ 676 145145145145

△ 17△ 17△ 17△ 17 432432432432

△ 13,359△ 13,359△ 13,359△ 13,359 3,5383,5383,5383,538

事業の規模資金不足額

流域下水道事業特別会計

電気事業会計
温泉事業会計
地域振興事業会計
病院事業会計

(法適用企業)=(流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てる
ために起こした地方債の現在高-流動資産)-解消可能資金不足額
 →１年以内に払わなければならない借金等から保有する現金・預
金、債券、未収金を除いたもの。

(法非適用企業)=(繰上充用額+支払繰延額・事業繰越額+建設改良
費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高)-
解消可能資金不足額
 →一般会計等と同じ算定方法による赤字額

・解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事業
がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額。本県の場合、対象なし。

（法適用企業） ＝ 営業収益の額 － 受託工事収益の額事業の規模：

（法非適用企業） ＝ 営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収
益に相当する収入の額

・指定管理者制度（利用料金制）を導入している公営企業である地域振興事業会計には、営業収益の額に
指定管理者が収受する利用料金の額を加える。

資金不足比率

資金不足比率　＝
資金の不足額

事業の規模



①①①①実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率
  （普通会計）

②②②②連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率
  （普通会計＋公営事業会計）

③③③③実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率

④④④④将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率

⑤⑤⑤⑤資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率

  （普通会計＋公営事業会計
　　＋一部事務組合・広域連合）

※　財政健全化計画の内容は、地方公共団体の
自主性に委ねられることを踏まえ、地方債同意等
基準における起債制限の事業区別は撤廃

  （普通会計＋公営事業会計
　　＋一部事務組合・広域連合
　　＋地方公社・第三セクター）

財政の健全化・財政の再生・公営企業の経営健全化基準の概要

※ 新しい指標であることに鑑み、財政再生基準
については、３年間の経過的な基準を設定
 H21-22 道府県：25% 市町村：40%
 H23 道府県：20% 市町村：35%

健全段階健全段階健全段階健全段階

○指標の整備と情報開示の徹底

   ・フロー指標：実質赤字比率、連結実質
　　赤字比率、実質公債費比率
　 ・ストック指標：将来負担比率
         =公社・三セク等を含めた実質的負債
　　　　　による指標
　→監査委員の審査に付し議会に報告し公表

○自主的な改善努力による財政の
　 健全化

   ・財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画の策定（議会の議決）、
　　 外部監査の要求の義務付け
   ・実施状況を毎年度議会に報告し公表
　 ・早期健全化が著しく困難と認められるとき
　　 は、総務大臣又は知事が必要な勧告

財政財政財政財政のののの早期健全化早期健全化早期健全化早期健全化

○国等の関与による確実な再生

   ・財政再生計画財政再生計画財政再生計画財政再生計画の策定（議会の議決）、外部監査の要求の
　　義務付け
   ・財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意を求めること
　　 ができる
　 　【同意無し】災害復旧事業等を除き、地方債の起債を制限
　 　 【同意有り】収支不足額を振り替えるため、償還年限が計画期間内である
                    地方債（再生振替特例債）の起債可

　　・財政運営が計画に適合しないと認められる場合等におい
     ては、予算の変更等を勧告

財政財政財政財政のののの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・・・・再生基準再生基準再生基準再生基準

財政財政財政財政のののの再生再生再生再生

財財財財
政政政政
悪悪悪悪
化化化化

早期健全化団体早期健全化団体早期健全化団体早期健全化団体 再 生 団 体再 生 団 体再 生 団 体再 生 団 体

道府県：３３３３．．．．７５７５７５７５％％％％
市町村：財政規模に応じ、１１１１１１１１．．．．２５２５２５２５～～～～１５１５１５１５％％％％
（現行の地方債協議・許可制度では市町村2.5～
10％、都道府県2.5％で許可移行団体）

道府県：８８８８．．．．７５７５７５７５％％％％
市町村：財政規模に応じ、１６１６１６１６．．．．２５２５２５２５～～～～２０２０２０２０％％％％

道府県：５５５５％％％％
市町村：２０２０２０２０％％％％

道府県：１５１５１５１５％％％％
市町村：３０３０３０３０％％％％

２５２５２５２５％％％％

都道府県及び政令市：４００４００４００４００％％％％
市町村　：３５０３５０３５０３５０％％％％

３５３５３５３５％％％％

0%0%0%0%

0%0%0%0%

0%0%0%0%

0%0%0%0%

公営企業公営企業公営企業公営企業のののの健全化基準健全化基準健全化基準健全化基準

２０２０２０２０％％％％0%0%0%0%
経営健全化団体経営健全化団体経営健全化団体経営健全化団体



○信用保証協会

○環境整備事業団

○林業公社

○産業支援機構

○農業振興公社

地方三公社・第３セクター等
○土地開発公社

○道路公社

○住宅供給公社

【法非適用企業】

一部事務組合等 （本県該当なし）

○流域下水道事業特別会計

○温泉事業会計

○病院事業会計

○地域振興事業会計

公営企業会計 【法適用企業】

○電気事業会計

公営事業会計

【公営企業に係る特別会計以外の公営事業会計】

（本県該当なし）

○林業・木材産業改善資金特別会計

○公債管理特別会計

○集中管理特別会計

○商工業振興資金特別会計

○市町村振興資金特別会計

○県税証紙特別会計

○中小企業近代化資金特別会計

○農業改良資金特別会計

○災害救助基金特別会計

○母子寡婦福祉資金特別会計

特別会計 ○恩賜県有財産特別会計

　　※地方財政状況調査では、「清里の森」は
　　　 公営企業会計(法非適)に区分

一般会計 普通会計 ○一般会計

【一般会計等に属する特別会計】

 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 資金不足比率地方自治法の区分
地方財政状況
調査の区分

会計・法人等名 実質赤字比率

地方財政健全化法の健全化判断比率の対象会計

公
営
企
業
会
計
ご
と
に
算
定
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