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格付け根拠 

強み 

 日本の経済の中心地であり、自主財源基盤が極めて強固である。 

 財政改革の効果により、日本で も財政状況が良好な自治体の 1つとなっている。 

 石原慎太郎知事が強力なリーダーシップをもつ。 

弱み 

 少子高齢化、巨大インフラの更新投資の必要性などから、中長期的に財政の柔軟性

が低下する可能性がある。 

 債務水準は依然国際比較で高い。 

 

 東京都は G7（先進 7 カ国）クラスの国民経済に比肩しうる経済規模を持ち、日本の

政治・経済をはじめあらゆる中枢機能が集積している。多様性のある産業基盤と担税

力に富む人口を有し、日本の自治体のなかでは自主財源基盤が も強固である。企業

の本社が集中立地していることから潤沢な法人関係税に恵まれ、都道府県のなかでは

唯一、一貫して地方交付税を受け取らない不交付団体であり続ける。景気低迷を主因

に 1990 年代後半に財政が急激に悪化したが、1999 年以降、石原慎太郎知事の強力な

リーダーシップのもとで財政再建を推進した結果、日本で も財政状況が良好な自治

体の 1つとなった。 

 

 経常的な行政サービス活動（投資的活動を除いたベース）の歳入に対する同収支の

比率（経常的マージン）は、歳入が景気の影響を相対的に受けやすいことを反映して

日本の自治体としてはやや不安定であるものの、足もと 10％超と国際比較では良好な

水準を維持している。投資的経費の負担を加味したベースの収支は 2000 年度（2001

年 3 月期）以降、2003 年度を除けばプラスで推移しており、全会計ベースの債務残高

も 2001 年度から減少を続けている。 

 

 都の格付けは、重い債務負担によって制約されている。一般的な政令指定都市の特

徴を併せ持つことを反映し、都は特別会計・公営企業会計の規模が大きい。中でも、

各公営企業の債務は都の直接債務であり、これによって債務水準が押し上げられてい

る。2009 年度の歳入に対する債務残高の比率は改善しているものの、普通会計で約
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推定の全会計ベースでも約 150％と、海外の自治体と比較して非常に高い。S&P 定義

で独自に推計した都の「連結対象債務」は総歳入の約 200％に相当する。ただし、連

結対象債務に含めた関連団体の債務について、そのすべてを都が 終的に負担すると

考えているわけではない。 

 

 一方、少子高齢化の進行や制度的な制約により経常経費を抑制しにくいことや、都

市部に特徴的な巨大インフラを維持・更新するための投資が一層必要になることなど

により、中長期的に財政の柔軟性が低下すると考えられる。地方交付税の不交付団体

であり、自ら財源調整を行う必要があるため、巨額の基金が積まれていることを踏ま

えると、税収が現在の水準から急減して固定化するようなことがなければ、一定の柔

軟性を確保できると S&P ではみている。 

 

流動性 

 S&P では都が潤沢な流動性を確保していると評価している。2010 年度末の流動性資

産は年間公債費（普通会計ベース）の 395％に近い水準であり、都は税収変動に対し

て十分な備えをもつと S&P は考える。また、都の指定金融機関であるみずほ銀行

（A+/ネガティブ/A-1）をはじめ大手金融機関と良好な関係を維持しているうえ、公

募団体として資本市場へのアクセスが容易であることなどを踏まえると、緊急時にも

流動性に特段の問題は生じないとみている。 

 

アウトルック：ネガティブ 

 「ネガティブ」のアウトルックは、日本のソブリン格付け（※「AA－／ネガティブ

／A-1＋」、※付きは無登録格付け、詳細は本稿巻末の「S&P の格付けについて」を参

照）のアウトルックを反映している。都の格付けは、日本のソブリン格付けに直接連

動するわけではないが、都のアウトルックや格付けの上方修正は、ソブリン格付けの

見直し結果を受けたものになる可能性が高い。 

 

他都市との比較 

 S&P が格付けを付与した日本の他の政令指定都市と比較して、都は財源基盤、財政

内容ともに優れている。都は、市町村を包括する道府県と同じ性格をもつ広域的地方

公共団体として機能すると同時に、日本で唯一地方自治法上の特別地方公共団体とし

て特別区の規定を受ける 23 区をもつため、特別区が存在する地域（23 区内）では、

一般的に市に属するとされる行政の一部も担っている。国内に同一制度が適用される

自治体がないため、税収構造や財政の特徴を比較することは困難だが、旺盛な経済活

動に支えられた自主財源基盤と、財政健全化の実績では群を抜く存在であることが高

い信用力を支えている。ただし、法人関連税への依存度が高く、景気の影響を相対的

に受けやすいことから、歳入の安定性では見劣りする。 

 

 海外諸国とは地方行財政の構造が非常に異なるため、他国の格付け先主要都市との

単純な数値比較は困難だが、フローの財政状況が良好である一方、債務負担は重い。

歳入対比の債務負担（普通会計ベース）は国内比較では良好であるものの、海外の主

要都市に比較すると見劣りする（表 1 を参照）。ただし、都の流動性は良好で、特に
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高水準の流動性資産を有することから税収変動に対し十分な備えがあると S&P では評

価している。 

 

東京都 愛知県 ジュネーブ州 オンタリオ州 ケベック州 ローマ市
発行体格付け AA-/ネガティブ/-- AA-/ネガティブ/A-1+ ※AA-/安定的/-- ※AA-/安定的/A-1+ ※A+/安定的/A-1+ ※BBB+/ネガティブ/--

国名 日本 日本 スイス カナダ カナダ イタリア

5年間平均値（直近過去2年度実績、本年度予算、
翌年度以降2年度S&P予想）

経常的収支／調整後経常的歳入（％） 19.6 7.6 3.6 N.A. N.A. 9.9

設備投資差引後の収支／調整後総歳入（％） 4.4 (5.9) (3.7) N.A. N.A. (1.7)

2009年度

移転収支／調整後総歳入（％） 12.3 23.0 14.2* 19.6* 22.3* 39.2
自主財源／調整後経常的歳入（％） 87.2 73.2 85.6* 80.2* 77.5* 53.7
設備投資／調整後総歳出（％） 21.1 27.4 10.1* 10.5* 8.9* 20.6
直接債務／調整後経常的歳入（％） 101.3 282.0 144.8* 194.7* 184.7* 236.1
連結ベース債務残高／連結ベース経常的歳
入（％） 151.8 274.8 145.2* 202.3* 184.7* 115.8
利息／経常的歳入（％） 2.0 4.4 4.2* 9.3* 10.9* 0.4
デットサービス／経常的歳入（％） 11.7 19.0 23.2* (6.6)* (3.4)* 0.5
フリーキャッシュ・流動資産/デッドサービス

（％） 437.5 138.1 7.1* (134.0)* 348.1 13,230.3
人口  13048873* 7,398,327.0ｶ 440,983.0ｶ 13,210,667.0* 7,907,375.0* 4,110,488.0ｶ
失業率 (%) 4.7 2.9ｶ N.A. 8.6* 7.9* N.A.

* 2010年度数値.
ｶ 2008年度数値.
ｧ 2007年度数値.
** 2006年度数値.
N.A.--不可.

表1：他都市との比較（2009年度）

出所：各公表数値を基にS&Pが調整。一部、S&Pの予想に基づく。

※は無登録格付け、詳細は本稿末尾の「S&Pの格付けについて」を参照  
 

 

システムサポートと予見性 

地方分権プロセスの是非 

 地方交付税による財源調整、財政健全化制度、総務省による全般的な監督などに代

表される日本政府の地方自治体へのシステムサポートは重層的で強固である。しかし、

S&P では、1）中央政府の財政難により地方交付税が減少している、2）財政健全化法

に基づく支援がタイムリー性に欠ける－－ことなどから、日本の地方財政制度が提供

するシステムサポートは世界的にみて も強固とはいえないと考えている。一方、財

政破綻した地方自治体に臨時の資金支援を実施するための制度的枠組みの変更と、透

明性の向上に資する公会計制度改革は、評価にプラスに働く。 

 

会計 

 総務省の主導で公会計改革が進められており、日本の地方自治体にも漸次発生主義

ベースの会計基準が導入される見通しだが、都は 2006 年 4 月に独自に発生主義会計

に基づく会計基準を導入した。外部監査も行われている。 

 

地域経済 

日本経済の中心都市 

 東京都は日本経済の中心であり、2008 年度の域内総生産は約 89.7 兆円と日本の国

内総生産の約 17％に相当する。G7 クラスの国民経済に比肩しうる経済規模を有する。

日本の政治・経済をはじめあらゆる中枢機能が集積し、多様な産業が経済的付加価値

と多くの雇用機会を生み出している。都市圏としての東京圏は都の行政区域を越えて

広がっており、昼間人口の行政ニーズに応えるために大規模な設備投資を行ってきた

結果、高水準のインフラ整備が達成されている。海外の主要都市と比較しても富裕な

都市であり、住民の所得水準も高い。 
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都の経済活動 

 都の住民一人当たりの域内総生産は 6 万 5,000 米ドル超（2006－2008 年の 3 年平

均）であり、S&P は都の経済活動を国内外の格付け先自治体のなかで も高い水準に

あると考えている。都には大半の大手企業の本社が集中しているほか、中小企業も

多く、また国際的な競争力も高い。都の指定金融機関はみずほ銀行である。産業と

人口は関東平野の区・市部に集中している。一方、行政区域には多くの島も含まれ

ており、これらの地域では第 1次産業や観光業が盛んである。 

 

 

2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度

人口 13,048,873 12,988,797 12,898,939 12,790,202           12,677,921           

人口増加率 （％） 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8

名目GDP（百万円）  N.A.  N.A. 89,715                  93,954                  93,677                  

人口1人あたり名目GDP （円）  N.A.  N.A. 6,955,215             7,345,779             7,389,011             

実質GDP成長率 （％）  N.A.  N.A. -4.4 0.3 0.8

*出所：人口については東京都統計年鑑「人口推移」

表2：東京都主要経済統計

 

 

 

財政運営能力と行政の安定性 

財政健全化施策が結実 

 現職の石原知事は 1999 年に就任し、一連の財政再建計画を策定・実施してきた。

同知事は在任 4 期目に入ったが、引き続き厳格な財政規律を維持すると S&P はみてい

る。今後の新規重点事業計画は、2011 年の東日本大震災を受け、外的リスク管理の改

善が新たな注力先とみられる。 

 

 S&P の格付け規準では自治体の財政運営能力を、「透明性と情報公開」「予算策

定」「長期資金計画」「歳入・歳出」「債務管理」「基金と流動性」「外郭団体」

「政治・行政運営」「外的リスク管理」などの状況をもとに評価する。都については、

透明性と情報公開、歳入・歳出、債務管理、基金と流動性、政治・行政運営の面で優

れており、財政運営能力が「強い」と評価している。これらは、財務情報の開示、長

期固定金利による資金調達、潤沢な流動性資産などにもとづいた評価である。 

 

財政の柔軟性 

 都の自主財源比率は 9 割に達し、その財源基盤は日本の地方自治体のなかでは も

強固である。法人市民税については、法律で定められた範囲内で超過税率が適用され

ている。地方自治体は税率を自由に変更できず、歳出決定の裁量も限られているなど、

財政の柔軟性が制度的に限られている。 

 

オリンピック招致のための積立基金を設備投資に充当も 

 従来、都の設備投資は総歳出の約 17％－20％の水準で推移している。公共事業は国

庫負担を伴うものもあり、地方自治体の裁量のみで歳出額が決まるものではないが、

都の場合は単独事業が比較的多く、裁量の柔軟性は高いと S&P は考えている。税収減

で歳出カットの必要があれば、設備投資の増減で調整し、設備投資支出を総歳出の

15％以下に引き下げると S&P はみている。一定のインフラ整備には、オリンピック招
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致のために積み立てた基金を充当できるだろう。都は綿密な更新投資計画によって、

設備投資の柔軟性を一定程度維持していると S&P は考えている。 

 

独特な都区財政調整制度 

 都独自の制約要因として、1）「首都」として警備・警護の負担が他の自治体より

も重い、2）他の自治体にない特別区財政調整交付金が存在する－－ことなどが挙げ

られる。 

 

 地方財政制度の変更、とりわけ都区財政調整制度の見直しは中期的な都の財政の柔

軟性に影響を及ぼす可能性がある。都区財政調整制度は、東京都にのみ適用される特

別区制度のもとで、都と特別区、特別区相互間の財源の均衡化を図る財政制度であり、

国の地方交付税に似た特別区財政調整交付金を都から特別区に交付する仕組みを柱と

する。特別区が基礎的自治体として、自治権の拡充とそれに見合う財源配分を求める

動きが続いている。2000 年に都から特別区へ事務と税源を移譲する改革が行われたの

に続き、都区間および区間における税財政制度や区域再編を含めた改革に向けて協議

が続けられている。特別区の税収基盤は総じて強固であり、都から特別区への財源配

分は柔軟に行われると S&P ではみている。 

 

財政の状況 

良好な財政状況 

法人関連税への依存度が高いため、景気サイクルに対する税収の感応度が相対的に

高い。普通会計における経常的マージンは足もと 20％を超えている。歳入が景気の影

響を相対的に受けやすいため、同マージンは日本の自治体としてはやや不安定だが、

国際比較では良好な水準にある。景気低迷を反映した税収減のシナリオのもとでも、

都の同マージンは 10％以上を確保できると S&P では予想している。 

 

投資的経費の負担を加味したベースの収支は、2003 年度を除き、2000 年度からお

おむねプラスで推移している。その結果、債務残高は 2001 年度以降、減少している。

今後、仮に も厳しいシナリオが実現すれば一時的にマイナスに転じる可能性がある

が、都の財政規律が維持されることを前提に、中期的にはプラスを維持できると考え

ている。これら 2 つの指標が良好なことに加え、一時的な赤字が発生しても数年間は

補填できる高水準の手元準備金が確保されていることに基づき、S&P では、都の財政

状況は良好と評価している。 

 

流動性と債務の管理 

潤沢な内部流動性 

 都の流動性は非常に潤沢である。2010 年度末の各種基金の残高は計 2 兆 7,315 億円

で、うち 1 兆 3,692 億円が預金、1 兆 3,622 億円が日本国債をはじめとする高格付け

の債券で運用されている。一時借入金の限度枠を合わせた同年度末の流動性資産は、

S&P の独自推計ベースで、都の年間公債費（普通会計ベース）の 395％近い水準であ

ることから、税収変動に対して十分な備えがあると S&P は評価している。 
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 都の指定金融機関であるみずほ銀行をはじめ大手金融機関と良好な関係を築いてい

るうえ、公募団体として資本市場へのアクセスが容易であるなど、流動性は確保され

ている。歳出・歳入とも季節性の変動が見られるものの、規則性があるものがほとん

どである。一時借入金は長らく利用されておらず、過去に予算上の一時借入限度額を

超えて資金が必要になったこともない。基金からの繰り替え運用もあまり行われてお

らず、常に十分な手元流動性を保っている。流動性が極めて高水準であることが、税

収の変動性が高いことによる信用力へのマイナス影響を緩和していると評価している。 

 

債務の状況 

大型インフラ・プロジェクトで債務負担が増加 

 都の債務負担は、格付けが同程度の海外の都市と比較して重い。大都市に特有の行

政ニーズを満たすインフラを整備すべく大規模な事業が要求され、それらの債務がす

べて都の直接債務となるためである。こうした地下鉄や上下水道などの事業は海外で

は外部の事業体が経営するケースが多いが、日本では自治体が公営企業形態で直接手

がけている。都の場合、経済活動の中心を担うことを背景に、都市交通、下水道、臨

海開発などのインフラ整備・運営の負担が特に重く、この点は格付けにも織り込まれ

ている。 

 

債務負担は減少傾向も、国際比較でなお高水準 

 2009 年度末の都の債残高は総額 10 兆 8,660 億円で、会計別の内訳は、前述の公営

企業会計が計 3 兆 6,350 億円、残りが他の会計である。歳入（地方債収入などを除い

た経常的な歳入）に対する都債残高の割合は普通会計ベースで約 100％、全会計ベー

ス（推定）では 150％近い。このほか S&P が自治体の債務負担を評価する際に重視す

る指標の 1 つに、独自に推計する「連結対象債務」があるが、都の「機能するバラン

スシート」をもとに推計した連結対象債務は歳入の 200％近い水準である。ただし、

S&P は、連結対象に含めた監理団体の債務について、そのすべてを都が 終的に負担

すると考えているわけではない。実際、都は過去にいくつかの団体について法的処理

を適用している。 

 

 デリバティブの使用は為替リスクのヘッジ目的に限られる。流動性や債務の管理に

関しては全般的に保守的な方針を採っている。 

 

 都は昼間人口の需要に応えるインフラ整備をほぼ終えており、新たに債務負担が急

増するようなプロジェクトは見当たらない。都市交通や湾岸地域開発など一部のイン

フラ事業は、公営企業と第三セクターにより運営されている。このうち、交通事業を

はじめ一部事業では経常損失が生じたり、累損が解消されずにいる。S&P では、これ

ら事業への支援を都の債務負担として格付け分析に織り込んでいる。 

 

潜在的な債務の状況 S&P では地方自治体の債務返済能力の分析上、高リスク分野

の事業を手がける非金融外郭団体、金融系外郭団体、下位の自治体、官民パートナー

シップ事業、証券化、訴訟などに伴うリスクを考慮する。日本の地方自治体にとって、

外郭団体に対する債務保証や損失補償は潜在的な債務負担といえる。 
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 都は過去 10 年で開発事業や外郭団体の整理などを相当進めており、その際に発生

した支出は一般会計の負担となった例もある。監理団体のなかに債務額が都の経常的

な歳入の 20％を超えている先はなく、それらの債務が都の格付けに及ぼす影響はおお

むね限定的と S&P ではみている。ただし、一部の監理団体の債務については、直接債

務として格付け分析に織り込んでいる。 

 

年金債務負担 

 制度上、都職員に関する年金債務の負担は雇用主負担に限られる。日本の年金制度

の抜本的な見直しは将来的に不可避とみられ、都の雇用主負担は増える可能性がある。

この点は格付け分析に織り込んでいる。 

 

 

表3：　東京都の主要指標（普通会計）
（単位：十億円） 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度

経常的歳入 5,757.4 6,261.7 6,376.9 6,099.9 5,678.0

経常的歳出 4,517.4 4,538.3 4,556.5 4,563.9 4,443.9

　　経常的収支 1,240.0 1,723.4 1,820.4 1,536.0 1,234.1

　　経常的収支／調整後経常的歳入（％） 21.5 27.5 28.6 25.2 21.7

投資的歳入 259.4 270.0 298.1 300.5 307.2

投資的経費（うち設備投資） 1,211.1 1,182.1 1,034.6 982.1 973.5

　　投資的経費差し引き後の収支 288.4 811.4 1,083.9 854.4 567.8

　　投資的経費差し引き後の収支／調整後総歳入（％） 4.8 12.4 16.2 13.4 9.5

債務返済額 558.5 700.9 627.5 817.5 561.7

自主財源／調整後経常的歳入（％） 87.2 92.3 93.4 87.4 88.0

経常的歳入伸び率（％） -8.1 -1.8 4.5 7.4 6.5

経常的歳出伸び率（％） -0.5 -0.4 -0.2 2.7 2.3

直接債務 (年度末残高） 5,834.4 5,917.6 6,292.6 6,762.8 7,346.8

直接債務／調整後経常的歳入（％） 101.3 94.2 98.7 110.9 129.4

連結ベース債務残高／連結ベース経常的歳入（％） 151.8 144.1 147.0 170.4 188.8

利息／調整後経常的歳入（％） 2.0 1.9 2.0 2.4

デットサービス／調整後経常的歳入（％） 11.7 13.1 11.8 15.8 12.6

デッドサービスカバレッジレシオ (%) 2.0 2.3 2.6 1.8

フリーキャッシュ・流動資産/調整後経常歳出（％） 65.4 65.4 45.1 34.2 25.3

フリーキャッシュ・流動資産/デッドサービス（％） 437.5 361.8 272.7 162.4 156.7

N.A.--不可

*年度末は翌年3月31日

出所：公式発表および S&P予想に基づく。 連結ベース債務残高を除く全数値は東京都普通会計に基づく。
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＜関連リポート＞ 

2010 年 9 月 20 日付「Criteria | Governments | International Public Finance: 

Methodology For Rating International Local And Regional Governments」 

<和訳版：2011 年 6 月 23 日付「格付け規準｜公的部門｜パブリックファイナンス（米

国外）：地方自治体の格付け手法」> 

 

 

S&P の格付けについて： 

スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズが提供する信用格付には、日本の金

融商品取引法に基づき信用格付業者として登録を受けているスタンダード＆プアーズ・レーテ

ィング・ジャパン株式会社が提供する信用格付（以下「登録格付」）と、当該登録を受けてい

ないグループ内の信用格付業を行う法人が提供する信用格付（以下「無登録格付」）がありま

す。本稿中で記載されている信用格付のうち「※」が付されている信用格付は無登録格付であ

り、それ以外は全て登録格付です。なお、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン
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株 式 会 社 が 提 供 す る 信 用 格 付 の 一 覧 は 同 社 の 日 本 語 ウ ェ ブ サ イ ト

(www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリー・規制関連」で公表しています。 
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