
平成21年度「東京都年次財務報告書」の概要

平成21年度普通会計決算の概要

　○ 実質収支は、ほぼ均衡
　○ 経常収支比率は96.0％で、前年度比で11.9ポイント上昇。これは、都税収入が1兆円を超える減収
      となったことが大きな要因
　○ こうした中にあっても、平成21年度末時点で、活用可能な基金残高を1.3兆円以上確保するなど、
　　　都財政は健全性を確保。継続的・安定的に都政の諸課題に対処していくため、今後とも財政対応
　　　力を堅持することが必要

平成22年９月16日
財　　 務 　　局

報告書Ｐ1

新たな公会計手法による分析

 ○　平成21年度は、都税収入が前年度と比較して約１兆円の減となったものの、歳出の洗い直しや
　　　 これまで培った財政対応力の活用により、都民サービスに支障を生じさせることなく、都が為す
　　　 べき役割を果たすとともに、強固な財政基盤を確保

○　行政活動キャッシュ・フロー収支差額は221億円の
　　 収入超過
○　財務活動収支差額は都債発行額より償還額が多い
　　 ため、804億円の支出超過
○　財務活動収支差額の支出超過額については、行政
　　 活動キャッシュ・フロー収支差額と前年度からの繰越
　　 金で対応

行政コスト計算書の当期収支差額は、都税収入の
大幅減により減少するも、引き続き収入が費用を上回る

○　当期収支差額は1,212億円（△9,721億円）

○　通常収支の部収入は都税収入の減（△１兆602億
　　 円）等により減（△9,382億円）
○　通常収支の部費用は補助費等や投資的経費の増
　　 等により増（281億円）

＜決算収支等＞ 　　　（単位：億円、％）

21年度 20年度 増減額 増減率

歳　入　総　額   (A) 66,583 70,774 △  4,191 △　　5.9

歳  出  総  額   (B) 65,504 69,113 △  3,609 △　　5.2

形  式  収  支 (C=A-B) 1,079 1,662 △　　583 -

繰り越すべき財源 (D) 1,073 1,653 △　　580 -

実  質  収  支  (C-D) 6 8 △　 　   3 -

経 常 収 支 比 率 96.0 84.1 - -

公 債 費 負 担 比 率 12.1 13.0 - -

都 債 現 在 高 58,344 58,956 △     612 △　　1.0

区　　　分

＜歳　入＞ 　　　（単位：億円、％）

21年度 20年度 増減額 増減率

42,561 52,933 △10,372 △　 19.6

　うち法人二税 13,523 23,812 △10,289 △　 43.2

4,753 3,039 1,714 56.4

19,269 14,803 4,467 30.2

66,583 70,774 △  4,191 △　  5.9

区　　　分

都　　　　　　　税

都              債

そ      の      他

歳　　入　　合　　計

＜歳　出＞ 　　　（単位：億円、％）

21年度 20年度 増減額 増減率

46,952 44,542 2,410 5.4

6,779 8,226 △  1,448 △   17.6

11,773 16,344 △  4,571 △   28.0

65,504 69,113 △  3,609 △     5.2

区　　　分

一　  般 　歳 　出

公　　　債　　　費

税　連　動　経　費 等

歳　　出　　合　　計

＜財政健全化法に定める比率＞ （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

資金不足
比　　率

－ － 3.1 77.0 －

(5.54) （10.54） （25.0） （400.0） （20.0）

※１　実質赤字比率、連結実質赤字比率はない。

※２　資金不足比率は全公営企業会計においてない。

※３　（　）は早期健全化基準等。

○　実質収支：ほぼ均衡

○　経常収支比率：96.0％

○　都債現在高：1.0％（△612億

     円）の減

○　都税：法人二税の減などに

　　 より19.6％（△10,372億円）

     の減

○　都債：発行余力を活用し、

　　 56.4％（1,714億円）の増

○　一般歳出：都市インフラの整
　　 備や雇用対策・中小企業支
　　 援などへの積極的な対応等
　　 により5.4％（2,410億円）
　　 の増

○　税連動経費等：特別区財政
     調整交付金及び社会資本等
     整備基金への積立金の減な
     どにより28.0％（△4,571億円）
    の減

○　実質公債費比率は3.1％

○　公社・三セク等を含めた都の

　　 将来の負担見込を示す将来

　　 負担比率は77.0％

報告書Ｐ９、18～

＜行政コスト計算書＞ （単位：億円）

21年度 20年度 増減額

 通常収支の部

収入合計 51,834 61,216 △ 9,382

　うち地方税 42,691 53,294 △ 10,602

費用合計 50,694 50,412 281

　うち税連動経費 11,041 12,536 △ 1,495

 通常収支差額 1,140 10,804 △ 9,663

 特別収支差額 72 130 △ 57

 当期収支差額 1,212 10,934 △ 9,721

科　　目

＜貸借対照表＞ （単位：億円）

21年度 20年度 増減額

317,818 314,591 3,227

うちインフラ資産 138,575 137,785 790

うち基金積立金 32,781 32,789 △ 8

84,395 84,773 △ 378

うち都債 71,654 71,463 190

233,423 229,817 3,605

317,818 314,591 3,227

26.6％ 26.9％ -

科　　目

 負債の部合計

資産に対する負債の割合

負債及び正味財産の部合計

 正味財産の部合計

 資産の部合計
資産は増加し、負債はほぼ横ばい。都債残高と
基金残高は前年度末とほぼ同水準を維持

○　資産：31兆7,818億円（＋3,227億円）
○　負債：８兆4,395億円（△378億円）
○　正味財産：23兆3,423億円（＋3,605億円）

○　資産の増は行政財産、インフラ資産の増等
○　負債の減は退職給与引当金の減等

○　資産に対する負債の割合は26.6％
　　 （△0.3ポイント）
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＜キャッシュ・フロー計算書＞

報告書Ｐ９、15～

形式収支(翌年度への繰越)　　1,078億円

行政サービス活動収支差額

社会資本整備等投資活動収支差額

財務活動収支差額　　　　　　 △ 804億円

行政活動キャッシュ・フロー収支差額

前年度からの繰越金 　　　　　　1,661億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　221億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　 △ 1,838億円

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　2,059億円

報告書Ｐ９



東京都全体の財務諸表 報告書Ｐ27～

　○ 正味財産比率（資産に対する正味財産の割合）は
　　　増加（H20：65.9％ → H21：66.9％(＋1.0ポイント））

　○  しかし、普通会計（H20：73.1％ → H21：73.4％
　　　 （＋0.3ポイント））に比べ、若干低くなっており、
　　　 引き続き公営企業や監理団体を含めた東京都
　　　 全体の経営努力が必要

財務諸表を読む　～財政対応力の活用～

○　11の公営企業会計のうち９会計では、
　　 経常収支で黒字

○　監理団体のうち株式会社９団体合計では、
　　 経常収支で黒字

○　今後とも、東京都全体の財務状況を正確に
　　 把握して、将来にわたる都の財政負担を適
　　 正なものとしていくこと が重要

税収増を将来の備えに活用

都債の発行余力とその活用

※　都の財政運営の中でも、後年度に影響を及ぼす財源である都債と
　　 基金積立金に着目し、これまでの取組を財務諸表から経年的に読み解く

報告書Ｐ21～

【平成21年度】

○　歳出の精査などの努力によ
　　 り、当期収支差額は減少し
　　 たものの、引き続きプラスに

○　これまで培った財政対応力
　　 により、都債や基金の活用
　　 を行い、都が為すべき役割
　　 を果たした

【平成18～20年度】
○　都税収入は、それ以前の時期と比較して
　　 増収
○　引き続き、内部努力や施策の見直しに努
　　 めながら、都政が直面する課題や将来を
　　 見据えた取組に対応

⇒　毎年度１兆円を超える当期収支差額（行
　　 政コスト計算書）の一部を、基金積立金
　　 の増と都債残高の減の原資に

【平成18～20年度】
○　過去の臨時的な財源対策により生じた減債基金
　　 の積立不足を解消
○　過去に発行した都債の借換えを抑制
○　平成12年度以降、都債発行を抑制

⇒　将来の都債償還で生じる財政負担が軽減され、
　　 都債の発行余力が生じる

＜貸借対照表＞
基金積立金残高

＜行政コスト計算書・貸借対照表＞当期収支差額、正味財産増減額等

【平成18～20年度】
○　将来の財政需要や今後想定される
　　 経済変動に備え、財源として活用
　　 可能な基金をはじめとする基金の
　　 積立を着実に実施

＜貸借対照表＞ （単位：億円）

21年度 20年度 増減額 21年度 20年度 増減額

 資産の部  負債の部

 Ⅰ　流動資産 25,153 26,680 △ 1,526  Ⅰ　流動負債 19,800 17,413 2,387

 Ⅱ　固定資産 439,176 434,625 4,551  Ⅱ　固定負債 134,096 139,752 △ 5,656

 Ⅲ　繰延資産 63 54 9  負債の部合計 153,896 157,165 △ 3,268

 正味財産の部合計 310,497 304,194 6,303

 資産の部合計 464,394 461,359 3,034 464,394 461,359 3,034

科　　目

 負債及び正味財産の部合計

科　　目

【平成21年度】
○　財源として活用可能な基金の
　　 うち、当初取崩しを予定していた
　　 基金に加え、財政調整基金を
　　 取崩して対応するも、残高を
　　 1.3兆円以上確保

財源として活用可能な基金

【平成21年度】
○　前年度比で都債の
　　 発行額は増えたが、
　　 発行余力を活用し
　　 ており、財政の健全
　　 性は確保
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　　財政対応力を
　　堅持する必要性

 ○　平成21年度の財政運営は、都税収
　　 入の大幅な減収という不測の事態の
　　 中、歳出の洗い直しなどにより、これ
　　 まで培ってきた財政対応力を維持し
　　 ながら、積極的に活用し、都民サービ
　　 スに支障を生じさせずに必要な施策
　　 を着実に実施

 ○　厳しい財政環境が今後も続くと見込
　　 まれる上に、都財政に影響を与えか
　　 ねない国の動きも見られるなど、先
　　 行き不透明な要素も存在

○　現在及び将来に対し、都政に課せら
　　 れた使命を確実に果たすためにも、
　　 引き続き「自らを律する」取組を徹底
　　 し、財政対応力を堅持していくことが
　　 必要
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＜キャッシュ・フロー
　 計算書＞
　 都債発行額の推移

都税収入の大幅な減収
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