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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

地方公共団体における予算・決算に係る会計制度（官庁会計）は、予算の訂正・確実な執行を

図るという観点から、単式簿記による現金主義会計を採用しています。 

 一方で、財政の透明性を高め、説明責任をより適切に図る観点から、単式簿記による現金主義

会計では把握できない資産や負債といったストック情報や、減価償却費などの見えにくいコスト

を捉えることが重要になっています。 

 新地方公会計制度に基づく財務諸表は、複式簿記による発生主義を取り入れることにより、官

庁会計における「歳入歳出決算書」を補完する役割を果たしています。 

 

下呂市下呂市下呂市下呂市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

 

下呂市では、旧総務省方式といわれる方法で、「貸借対照表」「行政コスト計算書」の作成を行

ってきましたが、平成 20 年度決算からは、平成 18 年５月に総務省から公表された「新地方公会

計制度研究会報告書」における新たな地方公会計モデルのうち「総務省方式改訂モデル」（全国

の自治体の８割以上が採用）を基準に財務諸表を作成し公表してきました。 

 平成 28 年度決算からは、平成 26 年４月に総務省から公表された「今後の新地方公会計の推進

に関する研究会報告書」における「統一的な基準」による財務諸表の作成に取り組んでいます。 

   

統一的統一的統一的統一的なななな基準基準基準基準のののの特徴特徴特徴特徴    

 

 会計処理方法として民間企業会計と同様の複式簿記や発生主義会計を導入するとともに、現存

するすべての固定資産を洗い出し、固定資産台帳を整備することで、現金取引（歳入・歳出）に

加えて、ストック情報（資産・負債・純資産の期末残高）及びフロー情報（期中の収益・費用及

び純資産の内部構造の変動）が網羅的かつ公正価値で把握できます。 

 また、全国統一の基準であるため、各団体間での比較可能性が確保されます。 

 

作成基準作成基準作成基準作成基準    

 

 作成単位 

 統一的な基準による財務諸表は次の３つの単位により作成します。 

  ○一般会計等 

  ○下呂市全体会計 

  ○連結（平成 30 年３月末までに公表します。） 

 

 作成基準日 

 平成 29 年３月 31 日 

  出納整理期間の収支については、基準日までに終了したものとして取り入れています。 

  



 

財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表のののの対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲    

 

 地方公共団体の各会計や関係団体を連結し、ひとつの行政サービス実施主体としてとらえた全

体・連結財務諸表を作成することで、公的資金等によって形成された資産の状況、その財源とさ

れた負債・純資産の状況、さらには行政サービス提供に要したコスト（費用）や資金収支などを

総合的に明らかにします。 

 

 

 

特記事項 

 ○公営事業会計のうち簡易水道事業特別会計と下水道事業特別会計については、平成 32 年度に予

定している地方公営企業法適用後に連結対象とする予定です。 

 ○第三セクター等については、市からの出資割合が 50％以上の団体、または出資割合が 25％以上

で市の調査等の対象となる法人等として条例に定められたものなど、業務運営に密接な関係を有

する団体のみを対象としています。 

 ○連結対象会計・団体間で行われている資金の出資（受入）、売上（支払）、繰出（繰入）などはそ

れぞれ相殺し、純計を算出しています。 

 ○下呂市では、一般会計等と下呂市全体会計について記載しています。連結財務諸表については、

対象団体からの決算書類等が揃い次第作成します。 

 

 

新地方公会計制度に基づく財務諸表の連結対象

外部グループ

一般会計等　２会計 地方三公社

・一般会計 ・該当なし
・学校給食費特別会計

公営事業会計　　10会計 一部事務組合・広域連合

・国民健康保険事業特別会計（事業勘定） ・飛騨農業共済事務組合
・介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） ・岐阜県後期高齢者医療広域連合
・介護保険特別会計（保険事業勘定） ・岐阜県市町村会館組合
・国民健康保険事業特別会計（診療施設勘定）
・後期高齢者医療特別会計
・簡易水道事業特別会計

・下水道事業特別会計 第三セクター　等

・下呂市水道事業会計 ・馬瀬総合観光株式会社
・下呂市下呂温泉合掌村事業会計 ・下呂福祉会
・下呂市立金山病院事業会計 ・下呂ふるさと文化財団

下呂市全体会計



 

作成書類作成書類作成書類作成書類    

  

統一的な基準による財務諸表は次の４つの書類により構成されています。 

  ○貸借対照表（ＢＳ） 

  ○行政コスト計算書（ＰＬ） 

  ○純資産変動計算書（ＮＷ） 

  ○資金収支計算書（ＣＦ） 

 

 財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表のののの相互関係相互関係相互関係相互関係    

    

  ○【貸借対照表】の「純資産」の金額と【純資産変動計算書】の本年度末残高が一致 

  ○【行政コスト計算書】の「純行政コスト」の金額は、【純資産変動計算書】に記載 

  ○【資金収支計算書】の本年度末残高に本年度末歳計外現金残高を足した額と【貸借対照表】

の「現金預金」の金額が一致 

 

※本書の計数については、原則として表示単位未満を四捨五入しています。単位未満の計数があ

るときは「０」を表示し、計数がないときは「‐」を表示しています。また、端数調整をしてい

ないため、合計等と一致しない場合があります。 

 

.

貸借対照表 行政コスト計算書

資　産
…
…

負　債

行政コスト

－

収益

歳計現金
純資産

＝

… 純行政コスト

資金収支計算書 純資産変動計算書

収　入 期首純資産残高

－ －

支　出 純行政コスト

＝ ＋

歳計現金増減額 一般財源、補助金受入等

期末歳計現金残高 期末純資産残高

＋ ±

期首歳計現金残高 科目振替等

＝ ＝



 

 

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表（（（（平成平成平成平成 29292929 年年年年３３３３月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在））））    

    

 

 

 

 

※平成 28 年度決算より統一的な基準で財務諸表を作成するにあたり、平成 28 年度期首（27 年度決

算）の財務状況を示す開始貸借対照表を併せて作成しています。 

 

一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等
（百万円） （百万円）

資産資産資産資産のののの部部部部 負債負債負債負債のののの部部部部

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債

事業用資産 長期未払金

インフラ資産 退職手当引当金

物品 損失補償等引当金

無形固定資産 その他

ソフトウェア 流動負債

その他 １年以内償還予定地方債

投資その他の資産 未払金

投資及び出資金 未払費用

投資損失引当金 前受金

長期延滞債権 前受収益

長期貸付金 賞与等引当金

基金 預り金

その他 その他

徴収不能引当金 負債合計負債合計負債合計負債合計

流動資産 純資産純資産純資産純資産のののの部部部部

現金預金 固定資産等形成分

未収金 余剰分（不足分）

短期貸付金 純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計

基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金

資産合計資産合計資産合計資産合計 負債及負債及負債及負債及びびびび純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計

0

105,971 103,841103,841103,841103,841 △ 2,130

0

0

△ 24,505 △ 23,739△ 23,739△ 23,739△ 23,739 766

80,057 78,89578,89578,89578,895 △ 1,162

104,562 102,634102,634102,634102,634 △ 1,928

- ---- -

25,914 24,94624,94624,94624,946 △ 968

253 262262262262 9

525 496496496496 △ 29

- ---- -

- ---- -

- ---- -

- ---- -

3,590 3,5593,5593,5593,559 △ 31

2,812 2,8012,8012,8012,801 △ 11

- ---- -

- ---- -

17,89417,89417,89417,894 △ 893

- ---- -

3,537 3,4933,4933,4933,493 △ 44

105,971 103,841103,841103,841103,841 △ 2,130

22,324 21,38721,38721,38721,387 △ 937

18,787

- ---- -

-4 -4-4-4-4 0

1 2222 1

- ---- -

8,817 9,2679,2679,2679,267 450

1,342 1,1471,1471,1471,147 △ 195

72 64646464 △ 8

△ 48 △ 50△ 50△ 50△ 50 △ 2

10,228 10,47610,47610,47610,476 248

4,162 4,0514,0514,0514,051 △ 111

- ---- -

425 393393393393 △ 32

79 91919191 12

4,273 4,3184,3184,3184,318 45

△ 1,211 △ 1,211△ 1,211△ 1,211△ 1,211 0

- ---- -

7,680 7,5927,5927,5927,592 △ 88

49 34343434 △ 15

49 34343434 △ 15

41,637 40,23640,23640,23640,236 △ 1,401

422 413413413413 △ 9

88,014 85,73985,73985,73985,739 △ 2,275

45,955 45,09045,09045,09045,090 △ 865

95,743 93,36593,36593,36593,365 △ 2,378

H28期首 H28H28H28H28期末期末期末期末 増減 H28期首 H28H28H28H28期末期末期末期末 増減

（百万円） （百万円）

資産額 負債額103,841 24,946百万円 百万円
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下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計
（百万円） （百万円）

資産資産資産資産のののの部部部部 負債負債負債負債のののの部部部部

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債

事業用資産 長期未払金

インフラ資産 退職手当引当金

物品 損失補償等引当金

無形固定資産 その他

ソフトウェア 流動負債

その他 １年以内償還予定地方債

投資その他の資産 未払金

投資及び出資金 未払費用

投資損失引当金 前受金

長期延滞債権 前受収益

長期貸付金 賞与等引当金

基金 預り金

その他 その他

徴収不能引当金 負債合計負債合計負債合計負債合計

流動資産 純資産純資産純資産純資産のののの部部部部

現金預金 固定資産等形成分

未収金 余剰分（不足分）

短期貸付金 純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計

基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金

資産合計資産合計資産合計資産合計 負債及負債及負債及負債及びびびび純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計112,212 110 ,166110 ,166110 ,166110 ,166 △ 2,046 112,212 110,166110,166110,166110,166 △ 2,046

△ 11 △ 10△ 10△ 10△ 10 1

16161616 16

26 10101010 △ 16

2 2222 0 83,007 82,10482,10482,10482,104 △ 903

325 319319319319 △ 6 △ 26,206 △ 24,984△ 24,984△ 24,984△ 24,984 1,222

2,659 2 ,7432 ,7432 ,7432 ,743 84 109,213 107,088107,088107,088107,088 △ 2,125

11,818 12 ,34712 ,34712 ,34712 ,347 529

△ 61 △ 57△ 57△ 57△ 57 4 29,205 28,06228,06228,06228,062 △ 1,143

87 83838383 △ 4 11 11111111 0

4,769 4 ,7894 ,7894 ,7894 ,789 20 552 502502502502 △ 50

79 92929292 13 327 339339339339 12

569 531531531531 △ 38 0 16161616 16

- ---- - - ---- -

353 359359359359 6 0 23232323 23

5,796 5 ,7975 ,7975 ,7975 ,797 1 84 81818181 △ 3

7 6666 △ 1 3,016 2,9412,9412,9412,941 △ 75

49 34343434 △ 15 3,991 3,9133,9133,9133,913 △ 78

56 40404040 △ 16 0 0000 0

1,801 1 ,6531 ,6531 ,6531 ,653 △ 148 - ---- -

43,894 42 ,42842 ,42842 ,42842 ,428 △ 1,466 3,796 3,7533,7533,7533,753 △ 43

48,846 47 ,90247 ,90247 ,90247 ,902 △ 944 1 0000 -

94,541 91 ,98391 ,98391 ,98391 ,983 △ 2,558 21,417 20,39620,39620,39620,396 △ 1,021

100,394 97 ,81997 ,81997 ,81997 ,819 △ 2,575 25,214 24,14924,14924,14924,149 △ 1,065

H28期首 H28H28H28H28期末期末期末期末 増減 H28期首 H28H28H28H28期末期末期末期末 増減

8,817 9 ,2679 ,2679 ,2679 ,267 450

0

（百万円） （百万円）

負債額 28,062 百万円資産額 110,166 百万円
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参考　市民1人当たりの資産・負債・純資産額 （千円）

（平成29年3月31現在人口　33,437人）
※千円未満を四捨五入

一般会計等

下呂市全体会計

資産 負債 純資産

3,1063,1063,1063,106千円 746746746746千円 2,3602,3602,3602,360千円

3,2953,2953,2953,295千円 839839839839千円 2,4552,4552,4552,455千円



 

 

行政行政行政行政コストコストコストコスト計算書計算書計算書計算書（（（（平成平成平成平成 28282828 年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日～～～～平成平成平成平成 29292929 年年年年３３３３月月月月 31313131 日日日日））））    

 

 

 

 

 

 

 

一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等 下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計
（百万円） （百万円）

経常費用経常費用経常費用経常費用　　　　アアアア

業務費用

人件費

物件費等

（うち減価償却費）

その他の業務費用

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益経常収益経常収益経常収益　　　　イイイイ

使用料及び手数料

その他

純経常行政純経常行政純経常行政純経常行政コスト コスト コスト コスト ウ(アウ(アウ(アウ(ア－－－－イ)イ)イ)イ)

臨時損失臨時損失臨時損失臨時損失　　　　エエエエ

臨時利益臨時利益臨時利益臨時利益　　　　オオオオ

純行政純行政純行政純行政コスト コスト コスト コスト カカカカ（（（（ウウウウ＋＋＋＋エエエエ－－－－オオオオ））））

H28H28H28H28 増減 H28H28H28H28 増減

19,96619 ,96619 ,96619 ,966 - 29 ,08729 ,08729 ,08729 ,087

12 ,49912 ,49912 ,49912 ,499 - 15 ,27615 ,27615 ,27615 ,276

3 ,4073 ,4073 ,4073 ,407 - 4 ,7544 ,7544 ,7544 ,754

8 ,8348 ,8348 ,8348 ,834 - 9 ,9519 ,9519 ,9519 ,951

3 ,3383 ,3383 ,3383 ,338 - 3 ,6443 ,6443 ,6443 ,644

258258258258 - 571571571571

7 ,4677 ,4677 ,4677 ,467 - 13 ,81113 ,81113 ,81113 ,811

2 ,6792 ,6792 ,6792 ,679 - 10 ,08210 ,08210 ,08210 ,082

1 ,7501 ,7501 ,7501 ,750 - 1 ,7541 ,7541 ,7541 ,754

2 ,8672 ,8672 ,8672 ,867 - 1 ,8031 ,8031 ,8031 ,803

171171171171 - 172172172172

1 ,1861 ,1861 ,1861 ,186 - 3 ,0923 ,0923 ,0923 ,092

519519519519 - 2 ,1572 ,1572 ,1572 ,157

667667667667 - 935935935935

18 ,78018 ,78018 ,78018 ,780 - 25 ,99525 ,99525 ,99525 ,995

2222 - 5555

25 ,98825 ,98825 ,98825 ,988

12121212 - 12121212

18 ,77018 ,77018 ,77018 ,770 -

一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等 下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計

（百万円） （百万円）

百万円百万円18,770純行政コスト 純行政コスト 25,988

0
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30000
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【参考】市民1人当たり純行政コスト

（平成29年3月31現在人口　33,437人）

561561561561千円

下呂市全体会計 777777777777千円

純行政コスト

一般会計等



 

 

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書（（（（平成平成平成平成 28282828 年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日～～～～平成平成平成平成 29292929 年年年年３３３３月月月月 31313131 日日日日）））） 

 

 

 

 

 

 

主な項目説明 

 税収等・・・市民税や固定資産税などの地方税や、国から交付される地方交付税や地方譲与税等 

 資産評価差額・・・有価証券などの評価替を行った場合の差額 

 無償所管換等・・・寄附などにより無償で取得した固定資産の評価額等 

 

 

 

 

 

 

 

一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等 下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計
（百万円） （百万円）

前年度純資産残高前年度純資産残高前年度純資産残高前年度純資産残高　　　　アアアア

純行政コスト（△）　イ

財源　ウ

税収等

国県等補助金

本年度差額本年度差額本年度差額本年度差額　　　　エエエエ

資産評価差額　オ

無償所管換等　カ

その他　キ

本年度純資産変動額本年度純資産変動額本年度純資産変動額本年度純資産変動額　　　　クククク※1※1※1※1

本年度末純資産残高本年度末純資産残高本年度末純資産残高本年度末純資産残高　　　　ケケケケ※２※２※２※２

H28H28H28H28 増減 H28H28H28H28 増減

80,05780 ,05780 ,05780 ,057 - 83 ,00783 ,00783 ,00783 ,007

△ 18 ,770△ 18 ,770△ 18 ,770△ 18 ,770 - △ 25 ,988△ 25 ,988△ 25 ,988△ 25 ,988

17 ,49317 ,49317 ,49317 ,493 - 24 ,97024 ,97024 ,97024 ,970

14 ,54414 ,54414 ,54414 ,544 - 19 ,71719 ,71719 ,71719 ,717

2 ,9492 ,9492 ,9492 ,949 - 5 ,2535 ,2535 ,2535 ,253

△ 1,277△ 1,277△ 1,277△ 1,277 - △ 1 ,018△ 1 ,018△ 1 ,018△ 1 ,018

7777 - 7777

108108108108 - 108108108108

0000 - 0000

△ 1,162△ 1,162△ 1,162△ 1,162 - △ 903△ 903△ 903△ 903

82 ,10482 ,10482 ,10482 ,10478 ,89578 ,89578 ,89578 ,895 -

一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等 下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計

（百万円） （百万円）

百万円82,104純資産額純資産額 78,895 百万円

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

H28期首 H28期末 H29 H30 H31

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

H28期首 H28期末 H29 H30 H31



 

 

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書（（（（平成平成平成平成 28282828 年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日～～～～平成平成平成平成 29292929 年年年年３３３３月月月月 31313131 日日日日））））    

 

 

 

 

 

一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等 下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計
（百万円） （百万円）

業務活動収支業務活動収支業務活動収支業務活動収支　　　　アアアア

業務支出

業務収入

臨時支出

臨時収入

投資活動収支投資活動収支投資活動収支投資活動収支　　　　イイイイ

投資活動支出

投資活動収入

財務活動支出財務活動支出財務活動支出財務活動支出　　　　ウウウウ

財務活動支出

財務活動収入

本年度資金収支額本年度資金収支額本年度資金収支額本年度資金収支額     エ(ア+イ+ウ)エ(ア+イ+ウ)エ(ア+イ+ウ)エ(ア+イ+ウ)

前年度資金残高　オ

本年度末資金残高本年度末資金残高本年度末資金残高本年度末資金残高　　　　カカカカ（（（（エ+オエ+オエ+オエ+オ））））

前年度末歳計外現金残高　キ

本年度歳計外現金増減額　ク

本年度末歳計外現金残高　ケ（キ+ク）

本年度末現金預金残高 本年度末現金預金残高 本年度末現金預金残高 本年度末現金預金残高 ココココ（（（（カ+ケカ+ケカ+ケカ+ケ）））） 1 ,1471 ,1471 ,1471 ,147 - 2,7432,7432,7432,743 -

496496496496 - 496496496496 -

△ 29△ 29△ 29△ 29 - △ 29△ 29△ 29△ 29 -

525525525525 - 525525525525 -

651651651651 - 2,2472,2472,2472,247 -

817817817817 - 2,1342,1342,1342,134 -

△ 166△ 166△ 166△ 166 - 113113113113 -

1 ,9081 ,9081 ,9081 ,908 - 1,9201,9201,9201,920 -

2 ,8122 ,8122 ,8122 ,812 - 3,0163,0163,0163,016 -

△ 904△ 904△ 904△ 904 - △ 1,096△ 1,096△ 1,096△ 1,096 -

1 ,4431 ,4431 ,4431 ,443 - 1,4451,4451,4451,445 -

2 ,1672 ,1672 ,1672 ,167 - 2,2822,2822,2822,282 -

△ 724△ 724△ 724△ 724 - △ 837△ 837△ 837△ 837 -

---- - ---- -

1111 - 1111 -

25,37125,37125,37125,371 -

18 ,04218 ,04218 ,04218 ,042 - 27,41827,41827,41827,418 -

増減

1,4621 ,4621 ,4621 ,462 - 2,0462,0462,0462,046 -

H28H28H28H28 増減 H28H28H28H28

16,57916 ,57916 ,57916 ,579 -

一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等 下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計

（百万円） （百万円）

資金収支額 △ 166 百万円 資金収支額 113 百万円
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【参考】資金区分ごとの収支による財務状況について

業務活動の赤字を資産の売却や借入金等により賄っている状況です。
－

減少
＋

増加
＋

増加

＋
増加

＋
増加

－
減少

－
減少

＋
増加

－
減少

借入金等により積極的に施設整備を行っている状況です。

業務活動から得た資金により施設整備を行い、借入金等も着実に返済してい
る状況です。

説明業務活動 投資活動 財務活動



 

財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表からからからから見見見見たたたた下呂市下呂市下呂市下呂市のののの財政指標財政指標財政指標財政指標    

 

純資産比率純資産比率純資産比率純資産比率                                            一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等    ７６７６７６７６．．．．００００％％％％        下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計    ７４７４７４７４．．．．５５５５％％％％    

                                            

純資産比率 ＝ 純資産合計 ÷ 資産合計 

 

 

  

社会資本形成社会資本形成社会資本形成社会資本形成のののの将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率            一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等    ２０２０２０２０．．．．９９９９％％％％        下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計    ２２２２２２２２．．．．２２２２％％％％    

                                            

社会資本形成の将来世代負担比率 ＝(地方債＋長期未払金＋負債・その他)÷有形固定資産 

 

 

 

有形固定資産減価償却率有形固定資産減価償却率有形固定資産減価償却率有形固定資産減価償却率                    一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等    ５３５３５３５３．．．．５５５５％％％％        下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計    ５２５２５２５２．．．．８８８８％％％％    

                                            

有形固定資産減価償却率 ＝ 減価償却累計額 ÷（有形固定資産 ＋ 減価償却累計額） 
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一般会計等 下呂市全体会計
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一般会計等 下呂市全体会計

純資産のうち返済義務のない純資産

がどれくらいの割合かを表しています。

企業会計でいう「自己資本比率」に相当

し、この比率が高いほど財政状況が健全

であると言えます。 

社会資本整備の結果を示す有形固定資

産を市債などの借入れによってどれくら

い調達したかを表しています。この比率

が高いほど、将来の世代が負担する割合

が高いことを表します。 

有形固定資産のうち償却資産につい

て、耐用年数に対して資産の取得からど

の程度経過しているかを表しています。

この比率が高いほど、施設の減価償却が

進んでいると言えます。 



 

歳入額対歳入額対歳入額対歳入額対資産比率資産比率資産比率資産比率                                        一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等    ４４４４．．．．７７７７年年年年        下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計    ３３３３．．．．３３３３年年年年    

                                            

歳入額対資産比率 ＝ 資産合計 ÷ 歳入総額 

（年） 

 

 

行政行政行政行政コストコストコストコスト対税収等比率対税収等比率対税収等比率対税収等比率            一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等    １０７１０７１０７１０７．．．．４４４４％％％％        下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計    １０４１０４１０４１０４．．．．１１１１％％％％    

                                            

行政コスト対税収等比率 ＝ 純経常行政コスト ÷ 財源 

 

 

 

受益者負担受益者負担受益者負担受益者負担のののの割合割合割合割合                                    一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等    ２２２２．．．．８８８８％％％％        下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計下呂市全体会計    ８８８８．．．．３３３３％％％％    

                                            

受益者負担の割合 ＝ 経常収益 ÷ 経常費用 
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一般会計等 下呂市全体会計
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一般財源等 下呂市全体会計
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一般財源等 下呂市全体会計

これまでに形成されたストックとして

の資産が、歳入の何年分に相当するかを

表すもので、資産形成の度合いが分かり

ます。 

 

受益者負担分を除いた純経常コスト

を、経常的な収入財源によりどの程度賄

えているかを表しています。この比率が

高いほど、経常的な行政サービスを提供

するために過去からの資産を取り崩した

か翌年度以降に負担を回したことにな

り、資産形成の余裕度が低いと言えます。 

 

行政サービスの提供に対する受益者負

担の割合を表すもので、受益者負担の特

徴を把握することができます。この比率

が低い場合は受益者負担の適正化を図る

必要があり、行政目的別や施設別の負担

割合を算出して使用料等の見直しも検討

する必要があります。 

 

一般会計等 

一般会計等 


