
経常的な一般財源

１兆696億円
49.6%
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科 目 名 R３年度① R２年度② 増減①-② 増減率
市 税 838,902 843,870 ▲4,968 ▲0.6%
地 方 譲 与 税 8,330 8,563 ▲233 ▲2.7%
県 税 交 付 金 119,925 105,023 14,902 14.2%
地 方 特 例 交 付 金 9,517 5,342 4,175 78.1%
地 方 交 付 税 52,093 23,211 28,882 124.4%
分 担 金 及 び 負 担 金 26,550 23,741 2,809 11.8%
使 用 料 及 び 手 数 料 46,473 46,009 464 1.0%
国 庫 支 出 金 480,459 767,509 ▲287,051 ▲37.4%
県 支 出 金 93,544 92,447 1,097 1.2%
財 産 収 入 59,189 8,224 50,965 619.7%
諸 収 入 248,880 232,966 15,914 6.8%
市 債 149,409 152,129 ▲2,720 ▲1.8%
そ の 他 22,140 48,024 ▲25,884 ▲53.9%
歳 入 合 計 2,155,410 2,357,057 ▲201,648 ▲8.6%

※1　国庫支出金のうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（R3：16,369百万円、
　　　 R2：26,441百万円）が交付されました。
※2　県支出金のうち、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（R3：3,930百万円、R2：3,932
       百万円）が交付されました。

（単位：百万円）

市税

8,389億円

38.9%

県税交付金

1,199億円

5.6%

地方交付税

521億円

2.4%

臨時財政対策債

587億円

2.7%

その他の市債

908億円

4.2%

その他

9,951億円

46.2%

R3年度
歳入決算額

2兆1,554億円

款 名 R３年度① R２年度② 増減①-② 増減率
議 会 費 2,949 2,985 ▲35 ▲1.2%
総 務 費 96,457 88,069 8,388 9.5%
市 民 費 47,139 429,342 ▲382,203 ▲89.0%
文 化 観 光 費 19,084 15,629 3,456 22.1%
経 済 費 204,051 223,959 ▲19,908 ▲8.9%
こ ど も 青 少 年 費 365,335 319,778 45,557 14.2%
健 康 福 祉 費 437,521 345,453 92,068 26.7%
環 境 創 造 費 36,532 34,811 1,721 4.9%
資 源 循 環 費 42,697 42,479 218 0.5%
建 築 費 22,156 22,540 ▲384 ▲1.7%
都 市 整 備 費 19,305 17,994 1,311 7.3%
道 路 費 135,572 89,608 45,965 51.3%
港 湾 費 33,739 28,045 5,694 20.3%
消 防 費 40,535 40,021 515 1.3%
教 育 費 255,399 269,873 ▲14,475 ▲5.4%
公 債 費 187,979 186,141 1,838 1.0%
諸 支 出 金 187,804 184,400 3,404 1.8%
歳 出 合 計 2,134,256 2,341,127 ▲206,871 ▲8.8%

（単位：百万円）
1-1 歳入決算額内訳・前年度対比 1-2 歳出決算額内訳・前年度対比

健康福祉費

4,375億円

20.5%

こども青少年費

3,653億円

17.1%

教育費

2,554億円

12.0%

経済費

2,041億円

9.6%

公債費

1,880億円

8.8%

その他

6,840億円

32.0%

R3年度
歳出決算額

2兆1,34３億円


Sheet1

								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン						↓入力（千円単位） ニュウリョク センエンタンイ

		科目名 カモク メイ		R３年度① ネンド		R２年度② ネンド		増減①-② ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ				科目名 カモク メイ		R３年度① ネンド		R２年度② ネンド		増減①-② ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

		市税 シ ゼイ		838,902		843,870		▲4,968		▲0.6%				市税 シ ゼイ		838,901,732		843,869,813		▲4,968,081		▲0.6%

		地方譲与税 チホウ ジョウヨ ゼイ		8,330		8,563		▲233		▲2.7%				地方譲与税 チホウ ジョウヨ ゼイ		8,329,739		8,562,760		▲233,021		▲2.7%

		県税交付金 ケン ゼイ コウフキン		119,925		105,023		14,902		14.2%				県税交付金 ケン ゼイ コウフキン		119,924,969		105,022,642		14,902,327		14.2%

		地方特例交付金 チホウ トクレイ コウフキン		9,517		5,342		4,175		78.1%				地方特例交付金 チホウ トクレイ コウフキン		9,517,058		5,342,296		4,174,762		78.1%

		地方交付税 チホウ コウフゼイ		52,093		23,211		28,882		124.4%				地方交付税 チホウ コウフゼイ		52,092,786		23,211,219		28,881,567		124.4%

		分担金及び負担金 ブンタンキン オヨ フタンキン		26,550		23,741		2,809		11.8%				分担金及び負担金 ブンタンキン オヨ フタンキン		26,550,238		23,741,035		2,809,203		11.8%

		使用料及び手数料 シヨウリョウ オヨ テスウリョウ		46,473		46,009		464		1.0%				使用料及び手数料 シヨウリョウ オヨ テスウリョウ		46,473,089		46,008,952		464,137		1.0%

		国庫支出金 コッコ シシュツキン		480,459		767,509		▲287,051		▲37.4%				国庫支出金 コッコ シシュツキン		480,458,559		767,509,449		▲287,050,890		▲37.4%

		県支出金 ケン シシュツキン		93,544		92,447		1,097		1.2%				県支出金 ケン シシュツキン		93,544,157		92,446,789		1,097,368		1.2%

		財産収入 ザイサン シュウニュウ		59,189		8,224		50,965		619.7%				財産収入 ザイサン シュウニュウ		59,188,945		8,224,078		50,964,867		619.7%

		諸収入 ショ シュウニュウ		248,880		232,966		15,914		6.8%				諸収入 ショ シュウニュウ		248,879,743		232,965,621		15,914,122		6.8%

		市債 シ サイ		149,409		152,129		▲2,720		▲1.8%				市債 シ サイ		149,409,000		152,129,000		▲2,720,000		▲1.8%

		その他 ホカ		22,140		48,024		▲25,884		▲53.9%				その他 ホカ		22,139,823		48,023,723		▲25,883,900		▲53.9%

		歳入合計 サイニュウ ゴウケイ		2,155,410		2,357,057		▲201,648		▲8.6%				歳入合計 サイニュウ ゴウケイ		2,155,409,838		2,357,057,377		▲201,647,539		▲8.6%

		※1　国庫支出金のうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（R3：16,369百万円、
　　　 R2：26,441百万円）が交付されました。
※2　県支出金のうち、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（R3：3,930百万円、R2：3,932
       百万円）が交付されました。 コッコシシュツキン シンガタ カンセンショウ タイオウ チホウ ソウセイ リンジ コウフキン ヒャクマン エン ヒャクマンエン コウフ ケンシシュツキン シンガタ カンセンショウ キンキュウ ホウカツ シエン コウフキン ヒャクマンエン コウフ








Sheet1

								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン						↓入力（千円単位） ニュウリョク センエンタンイ

		款名 カン メイ		R３年度① ネンド		R２年度② ネンド		増減①-② ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ				款名 カン メイ		R３年度① ネンド		R２年度② ネンド		増減①-② ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

		議会費 ギカイ ヒ		2,949		2,985		▲35		▲1.2%				議会費 ギカイ ヒ		2,949,211		2,984,616		▲35,405		▲1.2%

		総務費 ソウムヒ		96,457		88,069		8,388		9.5%				総務費 ソウムヒ		96,457,242		88,068,833		8,388,409		9.5%

		市民費 シミン ヒ		47,139		429,342		▲382,203		▲89.0%				市民費 シミン ヒ		47,138,940		429,342,079		▲382,203,139		▲89.0%

		文化観光費 ブンカ カンコウ ヒ		19,084		15,629		3,456		22.1%				文化観光費 ブンカ カンコウ ヒ		19,084,251		15,628,595		3,455,656		22.1%

		経済費 ケイザイ ヒ		204,051		223,959		▲19,908		▲8.9%				経済費 ケイザイ ヒ		204,051,088		223,959,439		▲19,908,351		▲8.9%

		こども青少年費 セイショウネン ヒ		365,335		319,778		45,557		14.2%				こども青少年費 セイショウネン ヒ		365,335,410		319,778,386		45,557,024		14.2%

		健康福祉費 ケンコウ フクシ ヒ		437,521		345,453		92,068		26.7%				健康福祉費 ケンコウ フクシ ヒ		437,521,130		345,453,082		92,068,048		26.7%

		環境創造費 カンキョウ ソウゾウ ヒ		36,532		34,811		1,721		4.9%				環境創造費 カンキョウ ソウゾウ ヒ		36,532,139		34,810,641		1,721,498		4.9%

		資源循環費 シゲン ジュンカン ヒ		42,697		42,479		218		0.5%				資源循環費 シゲン ジュンカン ヒ		42,696,863		42,478,883		217,980		0.5%

		建築費 ケンチク ヒ		22,156		22,540		▲384		▲1.7%				建築費 ケンチク ヒ		22,156,428		22,540,361		▲383,933		▲1.7%

		都市整備費 トシ セイビ ヒ		19,305		17,994		1,311		7.3%				都市整備費 トシ セイビ ヒ		19,304,769		17,993,907		1,310,862		7.3%

		道路費 ドウロ ヒ		135,572		89,608		45,965		51.3%				道路費 ドウロ ヒ		135,572,454		89,607,534		45,964,920		51.3%

		港湾費 コウワン ヒ		33,739		28,045		5,694		20.3%				港湾費 コウワン ヒ		33,739,314		28,045,311		5,694,003		20.3%

		消防費 ショウボウ ヒ		40,535		40,021		515		1.3%				消防費 ショウボウ ヒ		40,535,130		40,020,516		514,614		1.3%

		教育費 キョウイクヒ		255,399		269,873		▲14,475		▲5.4%				教育費 キョウイクヒ		255,398,756		269,873,491		▲14,474,735		▲5.4%

		公債費 コウサイヒ		187,979		186,141		1,838		1.0%				公債費 コウサイヒ		187,978,811		186,141,101		1,837,710		1.0%

		諸支出金 ショ シシュツキン		187,804		184,400		3,404		1.8%				諸支出金 ショ シシュツキン		187,804,244		184,400,318		3,403,926		1.8%

		歳出合計 サイシュツゴウケイ		2,134,256		2,341,127		▲206,871		▲8.8%				歳出合計 サイシュツゴウケイ		2,134,256,180		2,341,127,093		▲206,870,913		▲8.8%
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2-2 未収債権額（一般会計・特別会計）※の状況 2-3 地方交付税・臨時財政対策債の推移

強制徴収公債権：国民健康保険料、市税、介護保険料など
そ の 他：生活保護費負担金(非強制徴収公債権)、母子父子寡婦福祉資金貸付金、市営住宅使用料(私債権)など
※特殊案件の未収金（産廃最終処分場行政代執行費57億円、東京電力ホールディングス株式会社賠償請求金17億円）は含みません。

(単位：百万円)
R2年度

対前年度比

市民税 421,230 452,586 456,708 ▲1.1% 461,820 35,478 4,122 ▲5,112
個人分 388,313 408,861 411,280 ▲0.5% 413,551 22,967 2,419 ▲2,271
法人分 32,917 43,725 45,428 ▲5.9% 48,269 12,511 1,703 ▲2,842

固定資産税 272,976 277,340 278,334 ▲0.5% 279,857 5,358 994 ▲1,522
市たばこ税 21,069 21,493 22,025 6.6% 20,667 956 532 1,358
事業所税 17,680 18,616 18,788 2.9% 18,263 1,108 172 526
都市計画税 59,086 59,587 59,762 ▲0.6% 60,103 676 175 ▲341
その他 3,268 3,282 3,285 3.9% 3,161 17 3 124

795,309 832,904 838,902 ▲0.6% 843,870 43,593 5,998 ▲4,968

対前年
決算額
（C-D）

市税合計

区　　分

R3年度 増減

当初
見込額A

最終予算
見込額B 決算額C 決算額D

対当初
見込額
（C-A）

対最終予
算見込額
（C-B）

2-1 市税決算額の前年度対比

23,886 20,339 21,805 22,089

50,8671,086 1,060 1,927 1,123

1,22660,120
55,244 42,543 38,133

58,656
85,092

76,643
66,275

61,344

110,749

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H29 H30 R元 R2 R3

（単位：百万円）

臨時財政対策債発行額 特別交付税 普通交付税

157 142 141 143 
109 

105 
99 100 98 

94 

0

50

100

150

200

250

300

H29 H30 R元 R２ R３

(単位：億円)

強制徴収
公債権

対前年度比圧縮率

(58.5%) (59.2%)
(53.7%)

(58.9%)

(40.1%)
(41.1%) (41.5%) (40.8%)

(46.3%)

その他

（括弧内は、未収債権額全体に占める割合）

241

202

▲0.1％

▲16.0％
241

▲0.3％
242

▲7.6％
▲15.8％

261

(59.9%)

※ 臨時財政対策債：国が地方自治体の財源不足対策として、普通交付税を交付
する代わりに発行を特別に認めている地方債


Sheet1

																				(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

		区　　分 ク ブン				R3年度 ネンド								R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン

						当初
見込額A トウショ ミコ ガク		最終予算
見込額B サイシュウ ヨサン ミコ ガク		決算額C ケッサン ガク				決算額D ケッサン ガク		対当初
見込額
（C-A） タイ トウショ ミコ ガク		対最終予
算見込額
（C-B） タイ サイシュウ ヨ サン ミコ ガク		対前年
決算額
（C-D） タイ ゼンネン ケッサン ガク

												対前年度比 タイ ゼンネンド ヒ

		市民税 シミンゼイ				421,230		452,586		456,708		▲1.1%		461,820		35,478		4,122		▲5,112

				個人分 コジン ブン		388,313		408,861		411,280		▲0.5%		413,551		22,967		2,419		▲2,271

				法人分 ホウジン ブン		32,917		43,725		45,428		▲5.9%		48,269		12,511		1,703		▲2,842

		固定資産税 コテイ シサンゼイ				272,976		277,340		278,334		▲0.5%		279,857		5,358		994		▲1,522

		市たばこ税 シ ゼイ				21,069		21,493		22,025		6.6%		20,667		956		532		1,358

		事業所税 ジギョウショ ゼイ				17,680		18,616		18,788		2.9%		18,263		1,108		172		526

		都市計画税 トシ ケイカク ゼイ				59,086		59,587		59,762		▲0.6%		60,103		676		175		▲341

		その他 タ				3,268		3,282		3,285		3.9%		3,161		17		3		124

		市税合計 シゼイ ゴウケイ				795,309		832,904		838,902		▲0.6%		843,870		43,593		5,998		▲4,968







決算データ③

3-2 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費（消費税率引上げ前の平成25年度決算対比）

(単位：百万円）

市費 市費

医 療
・国民健康保険事業費会計繰出金
・がん検診事業
・新型コロナウイルスワクチン接種事業　等

172,711 93,786 97,677 77,131

子 育 て
・施設型給付費
・横浜保育室助成事業
・児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業　等

292,000 109,589 172,946 76,777

介 護 ・介護保険事業費会計繰出金
・介護サービス継続支援事業　等 66,288 60,664 46,552 44,051

障 害
・居宅介護事業
・医療費公費負担事業
・障害福祉サービス継続支援事業　等

104,049 47,100 69,857 36,071

生 活 援 護 ・生活保護費　等 154,270 33,653 126,832 30,856

789,318 344,793 513,864 264,886

※　社会保障の充実・安定化を目的とした社会保障・税一体改革により、消費税率が5％から10％に段階的に引き上げられました。
　　 それに伴い、県を通じて本市に配分される地方消費税交付金のうち、税率引上げ分として社会保障財源（Ｒ3：45,712百万円）
     が交付され、上記の経費に充てられています。

合　　計

分　　野 主　な　事　業 R3年度決算 H25年度決算

(単位：百万円)
R2年度

対前年度比

配当割交付金 4,366 3,938 5,347 46.0% 3,663 981 1,409 1,685
株式等譲渡所得割交付金 3,464 3,242 6,797 57.3% 4,322 3,333 3,555 2,475
法人事業税交付金 7,412 8,225 8,363 66.7% 5,015 951 138 3,347
地方消費税交付金 75,088 82,907 84,235 9.2% 77,123 9,147 1,328 7,111
軽油引取税交付金 11,647 11,488 11,681 1.7% 11,488 34 193 193
その他 3,646 3,596 3,503 2.7% 3,411 ▲143 ▲93 92

県税交付金合計 105,623 113,396 119,925 14.2% 105,023 14,302 6,529 14,902

区　　分

R3年度 増減

当初
見込額A

最終予算
見込額B 決算額C 決算額D

対当初
見込額
（C-A）

対最終予
算見込額
（C-B）

対前年
決算額
（C-D）

11

3-1 県税交付金決算額の前年度対比


Sheet1

														(単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		分　　野 ブン ノ		主　な　事　業 オモ コト ギョウ		R3年度決算 ネンド ケッサン						H25年度決算 ネンド ケッサン

								市費 シヒ						市費 シヒ

		医療 イリョウ		・国民健康保険事業費会計繰出金
・がん検診事業
・新型コロナウイルスワクチン接種事業　等 ケンコウ ジギョウ シンガタ セッシュジギョウ トウ		172,711		93,786				97,677		77,131

		子育て コソダ		・施設型給付費
・横浜保育室助成事業
・児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業　等 シセツガタ キュウフ ヒ ヨコハマ ホイクシツ ジョセイ ジギョウ ジドウ フクシ シセツ トウ カンセンショウ カクダイ ボウシ タイサク ジギョウ トウ		292,000		109,589				172,946		76,777

		介護 カイゴ		・介護保険事業費会計繰出金
・介護サービス継続支援事業　等 カイゴ ケイゾク シエンジギョウ トウ		66,288		60,664				46,552		44,051

		障害		・居宅介護事業
・医療費公費負担事業
・障害福祉サービス継続支援事業　等 イリョウ ヒ コウヒ フタン ジギョウ ショウガイフクシ ケイゾクシエンジギョウ トウ		104,049		47,100				69,857		36,071

		生活援護 セイカツ エンゴ		・生活保護費　等 トウ		154,270		33,653				126,832		30,856

		合　　計 ア ケイ				789,318		344,793				513,864		264,886



		※　社会保障の充実・安定化を目的とした社会保障・税一体改革により、消費税率が5％から10％に段階的に引き上げられました。
　　 それに伴い、県を通じて本市に配分される地方消費税交付金のうち、税率引上げ分として社会保障財源（Ｒ3：45,712百万円）
     が交付され、上記の経費に充てられています。 シャカイ ホショウ ジュウジツ アンテイカ モクテキ シャカイ ホショウ ゼイ イッタイ カイカク ショウヒゼイ リツ ダンカイ テキ ヒ ア トモナ ケン ツウ ホンシ ハイブン ゼイリツ ヒ ア ブン シャカイ ホショウ ザイゲン ジョウキ ケイヒ ア








Sheet1

																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

		区　　分 ク ブン		R3年度 ネンド								R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン

				当初
見込額A トウショ ミコ ガク		最終予算
見込額B サイシュウ ヨサン ミコ ガク		決算額C ケッサン ガク				決算額D ケッサン ガク		対当初
見込額
（C-A） タイ トウショ ミコ ガク		対最終予
算見込額
（C-B） タイ サイシュウ ヨ サン ミコ ガク		対前年
決算額
（C-D） タイ ゼンネン ケッサン ガク

										対前年度比 タイ ゼンネンド ヒ

		配当割交付金 ハイトウワリコウフキン		4,366		3,938		5,347		46.0%		3,663		981		1,409		1,685

		株式等譲渡所得割交付金 カブシキ ナド ジョウト ショトクワリコウフキン		3,464		3,242		6,797		57.3%		4,322		3,333		3,555		2,475

		法人事業税交付金 ホウジンジギョウゼイ コウフキン		7,412		8,225		8,363		66.7%		5,015		951		138		3,347

		地方消費税交付金 チホウショウヒゼイコウフキン		75,088		82,907		84,235		9.2%		77,123		9,147		1,328		7,111

		軽油引取税交付金 ケイユヒキトリゼイ コウフキン		11,647		11,488		11,681		1.7%		11,488		34		193		193

		その他 タ		3,646		3,596		3,503		2.7%		3,411		▲143		▲93		92

		県税交付金合計 ケンゼイコウフキンゴウケイ		105,623		113,396		119,925		14.2%		105,023		14,302		6,529		14,902
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4-1 市全体の借入金残高推移

31,549 31,570 31,648 31,543 31,312
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35,000

H29 H30 R元 R2 R3

（単位：億円）

外郭団体の借入金 企業会計市債残高 特別会計市債残高 一般会計市債残高

4-2 一般会計が対応する借入金残高推移

44,281 43,953 43,848 43,414 42,540
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（単位：億円）

外郭団体の借入金 企業会計市債残高 特別会計市債残高 一般会計市債残高

H29 H30 R元 R2 R3
外郭団体の借入金 2,934 2,677 2,419 2,309 1,627
企業会計市債残高 14,766 14,293 14,056 13,586 13,025
特別会計市債残高 1,571 1,626 1,637 1,649 1,816
一般会計市債残高 25,010 25,358 25,736 25,869 26,071

H29 H30 R元 R2 R3
外郭団体の借入金 445 389 336 301 22
企業会計市債残高 5,016 4,736 4,539 4,349 4,112
特別会計市債残高 1,079 1,087 1,037 1,024 1,107
一般会計市債残高 25,010 25,358 25,736 25,869 26,071

4-3 主な基金残高の推移 4-4 実質公債費比率・将来負担比率の推移
(単位：億円)

区　　分 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度
(見込)

262 217 80 114 313 194
(102) (127) (75) (60) (92) (148)

減債基金 981 1,284 1,418 1,365 1,746 2,169

財政調整基金

※1 財政調整基金のR4年度末残高見込みは、R3年度決算剰余金の財政調整基金への積み立て（実質収支の
1/2 56億円）を含んでいます。

※2 H29年度からR４年度の財政調整基金の下段（ ）内は、翌年度予算で活用する財源として一旦基金へ積み
立てた「財源の年度間調整額（＊1）」や翌年度以降の活用のために、一時的に積み立てている金額(＊2）
を控除した実質的な基金残高です。

＊1）H29：160億円 H30： 90億円 R元： 5億円 R２： 54億円 Ｒ3：70億円
＊2）Ｒ３：83億円（港湾局財産収入）、68億円（道路局財産収入） Ｒ４：45億円（道路局財産収入）

区　　分 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度
実質公債費比率 13.3% 11.2% 10.2% 10.5% 11%程度
将来負担比率 145.6% 138.5% 140.4% 137.4% 130%程度

※1 実質公債費比率：一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模
に対する比率

※2 将来負担比率：一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
※3 R３年度決算値は精査中です。


Sheet1

				H29		H30		R元 ガン		R2		R3

		外郭団体の借入金 ガイカクダンタイ カリイレキン		2,934		2,677		2,419		2,309		1,627

		企業会計市債残高 キギョウカイケイシサイザンダカ		14,766		14,293		14,056		13,586		13,025

		特別会計市債残高 トクベツカイケイシサイザンダカ		1,571		1,626		1,637		1,649		1,816

		一般会計市債残高 イッパンカイケイ シサイザンダカ		25,010		25,358		25,736		25,869		26,071






Sheet1

				H29		H30		R元 ガン		R2		R3

		外郭団体の借入金 ガイカクダンタイ カリイレキン		445		389		336		301		22

		企業会計市債残高 キギョウカイケイシサイザンダカ		5,016		4,736		4,539		4,349		4,112

		特別会計市債残高 トクベツカイケイシサイザンダカ		1,079		1,087		1,037		1,024		1,107

		一般会計市債残高 イッパンカイケイ シサイザンダカ		25,010		25,358		25,736		25,869		26,071






Sheet1

														(単位：億円) タンイ オクエン

		区　　分 ク ブン		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R元年度 ガン ネンド		R2年度 ネンド		R3年度 ネンド		R4年度
(見込) ネンド ミコ

		財政調整基金 ザイセイチョウセイキキン		262		217		80		114		313		194

				(102)		(127)		(75)		(60)		(92)		(148)

		減債基金 ゲンサイキキン		981		1,284		1,418		1,365		1,746		2,169





		財調（百万） ザイチョウ ヒャクマン		26,247		21,690		7,965		11,352		31,320		19,361

		控除する額（百万） コウジョ ガク ヒャクマン

Administrator: 年度間調整、港湾財産収入、北西線		16,000		9,000		500		5,400		22,108		4,512

		財調・実質（百万） ザイチョウ ジッシツ ヒャクマン		(10,247)		(12,690)		(7,465)		(5,952)		(9,212)		(14,849)

		減債（百万） ゲンサイ ヒャクマン		98,140		128,350		141,795		136,484		174,578		216,904






Sheet1

		区　　分 ク ブン		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R元年度 ガン ネンド		R２年度 ネンド		R３年度 ネンド

		実質公債費比率 ジッシツ コウサイヒ ヒリツ		13.3%		11.2%		10.2%		10.5%		11%程度 テイド

		将来負担比率 ショウライ フタン ヒリツ		145.6%		138.5%		140.4%		137.4%		130%程度 テイド
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5-1 横浜市土地開発公社解散に伴い発行した第三セクター等改革推進債の状況

○　第三セクター等改革推進債の現在高 (単位：百万円）

※　「償還額　累計」は、H25年度からR３年度までの償還額の合計です。

○　第三セクター等改革推進債の償還にかかる一般会計公債費と市債金会計償還額

■一般会計 (単位：百万円） （参考）市債金会計 (単位：百万円）

※　H25年度からR３年度までの償還額とその財源の合計です。

137,200 70,470 7,322 66,730

H25年度発行額
　　償還額　累計

R３年度末残高
うちR３年度償還額

区 分 R３年度
公債費　決算額 区　　　　分 R３年度

償還額　決算額 累計(※)

元 金 7,322 元 金 7,322 70,470

市債償還元金 7,322 利 子 等 254 3,433

利 子 等 254
財
源

土地売払収入 135

7,308 17,336

減債基金積立金 - 合 計 7,576 73,903

財
源

土地売払収入 135 一般財源

土地貸付収入等

合 計 7,576 土地貸付収入等 133 2,434

54,132

一般財源 7,308

133


Sheet1



				○　第三セクター等改革推進債の現在高 ダイ サン トウ カイカク スイシン サイ ゲンザイダカ																																																		(単位：百万円）

				H25年度発行額 ハッコウガク														　　償還額　累計 ショウカン ガク ルイケイ																				R３年度末残高 ザンダカ

																												うちR３年度償還額 ネンド ショウカン ガク

				137,200														70,470										7,322										66,730

				※　「償還額　累計」は、H25年度からR３年度までの償還額の合計です。 ショウカン ガク ルイケイ ネンド ネンド ショウカン ガク ゴウケイ



				○　第三セクター等改革推進債の償還にかかる一般会計公債費と市債金会計償還額 ダイ サン トウ カイカク スイシン サイ ショウカン

				■一般会計 イッパンカイケイ																(単位：百万円） ヒャクマン						（参考）市債金会計 サンコウ シサイキンカイケイ																												(単位：百万円） ヒャクマン

				区分 クブン										R３年度
公債費　決算額 ネンド コウサイヒ ケッサンガク												区　　　　分 ク ブン										R３年度
償還額　決算額 ネンド ショウカンガク ケッサンガク										累計(※) ルイケイ																														R３年度
公債費　決算額 ネンド コウサイヒ ケッサン ガク												Ｒ３年度
償還額　決算額 ネンド ショウカン ガク ケッサン ガク								償還額 累計※１ ショウカン ガク ルイケイ

				元金 ガンキン										7,322												元金 ガンキン										7,322										70,470																														7,322,196										元金 ガンキン		7,322,196								70,469,547

						市債償還元金 シサイショウカンガンキン								7,322												利子等 リシ トウ										254										3,433																												市債償還元金 シサイ ショウカン ガンキン		7,322,196										利子等 リシ トウ		253,480								3,433,265

						減債基金積立金 ゲンサイキキンツミタテキン								-												合計 ゴウケイ										7,576										73,903																												減債基金積立金 ゲンサイキキン ツミタテキン		0										合計 ゴウケイ		7,575,676								73,902,812

				利子等 リシ トウ										254												財源 ザイゲン		土地売払収入 トチ ウリハラ シュウニュウ								135										54,132																												利子等 リシトウ		253,480										土地売払収入 トチ ウリハラ シュウニュウ		135,000								54,132,275

				合計 ゴウケイ										7,576														土地貸付収入等 トチ カシツケ シュウニュウ トウ								133										2,434																												合計 ゴウケイ		7,575,676										土地貸付収入等 トチ カシツケ シュウニュウ トウ		132,747								2,434,114

				財源 ザイゲン		土地売払収入 トチ ウリハラ シュウニュウ								135														一般財源 イッパン ザイゲン								7,308										17,336																												土地売払収入 トチ ウリハラ シュウニュウ		135,000										一般財源 イッパンザイゲン		7,307,928								17,336,423

						土地貸付収入等 トチ カシツケ シュウニュウ トウ								133												※　H25年度からR３年度までの償還額とその財源の合計です。 ショウカンガク																																																土地貸付収入等 トチ カシツケ シュウニュウ ナド		132,747

						一般財源 イッパン ザイゲン								7,308																																																												一般財源 イッパンザイゲン		7,307,928
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