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区　　　分 歳　　入 歳　　出 差　　引

国民健康保険特別会計 39億4430万円 39億1942万円 2488万円

老人保健特別会計 5億9003万円 4億7799万円 1億1204万円

後期高齢者医療特別会計 3億7616万円 3億6322万円 1294万円

介護保険(保険事業勘定)特別会計 30億1993万円 29億2296万円 9697万円

介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計 1863万円 1712万円 151万円

住宅新築資金等貸付事業特別会計 6618万円 6590万円 28万円

港湾管理特別会計 4356万円 4317万円 39万円

漁港管理特別会計 930万円 258万円 672万円

公共下水道事業特別会計 11億3477万円 11億2841万円 636万円

農業集落排水事業特別会計 1億4482万円 1億4481万円 1万円

地域開発事業特別会計 1億2268万円 1億2252万円 16万円

特別会計　

平成20年度
江田島市決算報告

健全化判断基準・資金不足比率　本市はどの指標も基準をクリア

　平成19年６月に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、全ての地方公共団体が

毎年度の決算により、健全化判断比率及び資金不足比率を算出・公表することになりました。これらの比率が

それぞれの基準を超えた場合は、「財政健全化計画」（公営企業は「経営健全化計画」）を策定し、財政の健

全化に取り組むこととなります。平成20年度決算に基づく本市の各指標は次のとおりで、財政健全化・経営健

全化の基準を超えるものはありません。

区　　　分 比率 早期健全化基準
実質赤字比率 － 13.38 
連結実質赤字比率 － 18.38 
実質公債費比率 14.6 25.0 
将来負担比率 143.2 350.0 

区　　　分 比率 経営健全化基準

法
適
用

公共下水道事業(能美地区)会計 －

20.0 

交通船事業会計 －
国民宿舎事業会計 －

水道事業会計 －

法
非
適
用

公共下水道事業特別会計 －

農業集落排水事業特別会計 －

地域開発事業特別会計 －

実質赤字比率…一般会計などを対象に、歳出に対する

　歳入の不足額（赤字額）を標準財政規模（地方公共

　団体が通常水準の行政活動を行う上で必要な一般財

　源額）などの額で割った比率。

連結実質赤字比率…全ての会計を対象に、市全体の歳

　出に対する歳入の不足額を、標準財政規模などの額

　で割った比率。

実質公債費比率…一般会計等の支出のうち、義務的に

　支出しなければならない経費である公債費や公債費

　に準じた経費を、標準財政規模などの額で割った比

　率の３カ年の平均値。

将来負担比率…地方公社や損失補償を行っている法人

　などを含め、一般会計などが将来的に負担すること

　になる実質的な負債に当たる額(将来負担額)から、

　負債の償還に充てることができる基金などを差し引

　いた数値を標準財政規模などの額で割った比率。

資金不足比率…公営企業会計を対象に、資金不足額を

　その企業の事業規模で割った比率。公営企業会計ご

　とに算定する。

語句の説明健全化判断基準

資金不足比率

※赤字額がない場合は「－」で表示しています。

※資金不足比率は、公営企業の各会計ごとに算定すること
　になっています。
※資金不足額がない場合は「－」で表示しています。

　特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理を行う会計です。特別会計

には、国民健康保険特別会計のように法律で設置が義務づけられているものや、条例で設置

されるものなど11会計があります。

　特別会計の決算状況は次のとおりです。

　公営企業会計は、特別会計と同じように特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理を行う会計

です。公営企業会計には、地方公営企業法の全部または一部を適用する特別会計で、水道事業など４会

計があります。

　公営企業会計の決算状況は、次のとおりです。

【損益計算書】
営業収益 2億0594万円
営業費用 1億5279万円
営業利益 5315万円
営業外収益 2319万円
営業外費用 7634万円
営業外利益 △5315万円
当年度純利益 0万円
当年度未処分利益剰余金 0万円
【貸借対照表】
固定資産 76億8784万円 固定負債 2492万円

流動負債 2453万円
負債合計 4945万円
資本金 29億6086万円

流動資産 6761万円 剰余金 47億4514万円
資産合計 77億5545万円 資本合計 77億0600万円
資産合計 77億5545万円 負債資本合計 77億5545万円

【損益計算書】
営業収益 5億5057万円
営業費用 7億0064万円
営業利益 △1億5007万円
営業外収益 1億0145万円
営業外費用 878万円
営業外利益 9267万円
特別利益 5912万円
当年度純利益 172万円
当年度未処分欠損金 △3億3006万円
【貸借対照表】
固定資産 5億4070万円 固定負債 1059万円

流動負債 4660万円
負債合計 5719万円
資本金 8億7424万円

流動資産 1億0959万円 剰余金 △2億8114万円
資産合計 6億5029万円 資本合計 5億9310万円
資産合計 6億5029万円 負債資本合計 6億5029万円

【損益計算書】
営業収益 2億6070万円
営業費用 2億8976万円
営業利益 △2906万円
営業外収益 727万円
営業外費用 784万円
営業外利益 △57万円
当年度純利益 △2963万円
当年度未処分欠損金 △2億9538万円
【貸借対照表】
固定資産 7億2482万円 固定負債 246万円

流動負債 1693万円
負債合計 1939万円
資本金 6億3624万円

流動資産 1921万円 剰余金 8840万円
資産合計 7億4403万円 資本合計 7億2464万円
資産合計 7億4403万円 負債資本合計 7億4403万円

【損益計算書】
営業収益 8億3107万円
営業費用 7億3332万円
営業利益 9775万円
営業外収益 741万円

営業外費用 1億0198万円
営業外利益 △9457万円
当年度純利益 318万円
当年度未処分利益剰余金 3億7655万円
【貸借対照表】
固定資産 52億8234万円 固定負債 5696万円

流動負債 5995万円
負債合計 1億1691万円
資本金 25億8248万円

流動資産 5億9321万円 剰余金 31億7616万円
資産合計 58億7555万円 資本合計 57億5864万円
資産合計 58億7555万円 負債資本合計 58億7555万円

　損益計算書の当年度純利益は0万円で、当年度未処

理利益剰余金も0万円です。貸借対照表の資産合計・

負債資本合計は77億5545万円です。

公営企業会計　

公共下水道事業(能美地区)会計 交通船事業会計

国民宿舎事業会計 水道事業会計

　損益計算書の当年度純利益は172万円で、当年度未

処理欠損金は3億3006万円です。貸借対照表の資産合

計・負債資本合計はそれぞれ6億5029万円です。

　損益計算書の当年度純利益は△2963万円で、当年度

未処理欠損金は2億9538万円です。貸借対照表の資産

合計・負債資本合計はそれぞれ7億4403万円です。

　損益計算書の当年度純利益は318万円で、当年度未

処分利益剰余金は3億7655万円です。貸借対照表の資

産合計・負債資本合計はそれぞれ58億7555万円です。


