
貸借対照表の各勘定科目内訳表



貸借対照表　【投資及び出資金内訳表】 　　　　：貸借対照表計上金額

投資及び出資金については、決算書の財産に関する調書より確認を行いました。

【平成31年度決算用】一般会計

3. 時価のないもののうち連結対象団体以外に対するもの（勘定科目：出資金）

出資先
平成31年度末

出資額(円)

平成31年度末

強制評価減額(円)

広島県農業信用基金協会 43,430,000 0

広島県信用保証協会 5,785,000 0

福山リサイクル発電株式会社 8,000,000 0

地方公共団体金融機構 1,600,000 0

合計 58,815,000 0

空白

4. 時価のないもののうち連結対象団体に対するもの（公社・三セクに対する出資金）（勘定科目：出資金）

出資先
平成31年度末

出資額(円)

平成31年度末

強制評価減額(円)

セラアグリパーク 7,650,000 0

合計 7,650,000 0
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貸借対照表　【未収金内訳表】 　　　　：貸借対照表計上金額

未収金については、決算書およびヒアリングより確認を行いました。

【平成31年度決算用】

会計名称 長期延滞債権（円）
長期延滞債権

徴収不能引当金（円）
未収金（円）

未収金

徴収不能引当金（円）

一般会計 79,772,465 -3,273,282 9,966,438 -1,063,850

農業集落排水事業特別会計 528,740 0 334,520 0

国民健康保険事業特別会計 15,224,298 -1,421,788 8,362,200 -754,188

介護保険事業特別会計 2,941,099 -267,459 1,922,746 -183,512

介護サービス事業特別会計 0 0 0 0

後期高齢者医療制度特別会計 358,132 -9,231 597,669 -20,032
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貸借対照表　【貸付金内訳表（概要）】 　　　　：貸借対照表計上金額

貸付金については、決算書等より確認を行いました。

【平成31年度決算用】

短期貸付金

(令和2年度償還期限)(円)

長期貸付金

(令和3年度以降償還期限)(円)

一般会計 4,805,550 286,942 4,518,608

農業集落排水事業特別会計 0 0 0

国民健康保険事業特別会計 0 0 0

介護保険事業特別会計 0 0 0

介護サービス事業特別会計 0 0 0

後期高齢者医療制度特別会計 0 0 0

平成31年度末

残高(円)
会計名称
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貸借対照表　【貸付金内訳表（詳細）】 　　　　：貸借対照表計上金額

貸付金については、決算書等より確認を行いました。

【平成31年度決算用】

会計名称 貸付金名称
(A)短期貸付金

(令和2年度償還期限)(円)

(B)長期貸付金

(令和3年度以降償還期限)(円)

貸付金残高(円)

(A)+(B)

一般会計 新規就農者育成事業 286,942 2,818,608 3,105,550

一般会計 平成30年7月豪雨に係る災害援護資金貸付金 0 1,700,000 1,700,000
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貸借対照表　【基金内訳表（概要）】 　　　　：貸借対照表計上金額

基金の内訳については、財産に関する調書、決算統計等より確認を行いました。

【平成31年度決算用】

会計名称 財政調整基金(円) 減債基金（流動）(円) 基金その他(円)

一般会計 2,088,115,739 21,512,212 2,398,979,831

農業集落排水事業特別会計 3,938,151 0 0

国民健康保険事業特別会計 0 0 249,997,240

介護保険事業特別会計 0 0 225,356,551

介護サービス事業特別会計 0 0 0

後期高齢者医療制度特別会計 0 0 0
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貸借対照表　【基金内訳表（詳細）】 　　　　：貸借対照表計上金額

基金の内訳については、財産に関する調書、決算統計等より確認を行いました。

【平成31年度決算用】

会計名称 基金の名称 平成31年度末残高（円）

一般会計 財政調整基金 2,088,115,739

農業集落排水事業特別会計 財政調整基金 3,938,151

一般会計 減債基金 21,512,212

一般会計 世羅町公共施設基金 311,158,285

一般会計 世羅町地域福祉基金 21,852,781

一般会計 世羅町土地開発基金 50,000,000

一般会計 世羅町まちづくり振興基金 1,660,000,000

一般会計 世羅町肉用繁殖牛新特別導入事業基金 7,500,000

一般会計 世羅町中小企業融資運営基金 220,000,000

一般会計 世羅農業公園運営基金 21,700,000

一般会計 世羅町ふるさと夢基金 0

一般会計 世羅町情報通信放送施設運営基金 15,880,165

一般会計 世羅町応援寄附基金 26,290,000

一般会計 世羅町まち・ひと・しごと創生基金 0

国民健康保険事業特別会計 世羅町国民健康保険基金 249,997,240

介護保険事業特別会計 世羅町介護給付費準備基金 225,356,551

一般会計 世羅町過疎地域自立促進基金 63,000,000

一般会計 世羅町森林環境譲与税基金 1,598,600
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貸借対照表　【資金内訳表】 　　　　：貸借対照表計上金額

【平成31年度決算用】

歳入歳出差引額(円)
歳計外現金

(勘定科目：流動負債_預り金)(円)

一般会計 561,314,680 455,535,673 105,779,007

農業集落排水事業特別会計 1,203,857 1,203,857 0

国民健康保険事業特別会計 65,383,005 65,383,005 0

介護保険事業特別会計 87,298,962 87,298,962 0

介護サービス事業特別会計 1,024,314 1,024,314 0

後期高齢者医療制度特別会計 5,094,145 5,094,145 0

会計名称 現金預金(円)

資金については決算書より確認を行い、歳計外現金についてはヒアリングより確認を行いました。
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貸借対照表　【地方債内訳表】 　　　　：貸借対照表計上金額

【平成31年度決算用】

1年以内償還予定地方債

(令和2年度償還予定額)(円)

地方債等

(令和3年度以降償還予定額)(円)

一般会計 10,948,635,794 1,381,089,676 9,567,546,118

農業集落排水事業特別会計 162,554,709 18,894,000 143,660,709

国民健康保険事業特別会計 0 0 0

介護保険事業特別会計 0 0 0

介護サービス事業特別会計 0 0 0

後期高齢者医療制度特別会計 0 0 0

地方債については、決算統計、ヒアリング等より確認を行いました。

会計名称
平成31年度末

地方債残高(円)
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貸借対照表　【退職手当引当金内訳表】 　　　　：貸借対照表計上金額

【平成31年度決算用】

(A)一般職・特別職に属する

職員（円）

(B)組合等積立額

・積立不足額（円）

（退職手当組合加入）

(C)退職手当支払額（円）

（退職手当組合未加入）

一般会計 1,365,717,000 1,429,090,000 63,373,000 0 0

農業集落排水事業特別会計 1,114,000 1,114,000 0 0 0

国民健康保険事業特別会計 25,097,000 25,097,000 0 0 0

介護保険事業特別会計 34,728,000 34,728,000 0 0 0

介護サービス事業特別会計 0 0 0 0 0

後期高齢者医療制度特別会計 2,434,000 2,434,000 0 0 0

退職手当引当金については、「健全化判断比率に関する算定様式」の4⑤A表、ヒアリングより確認を行いました。

※退職手当引当金が0円計上の場

合、①該当なし(本項目で0円)、ま

たは②退職手当引当金＜0円(本項

目でマイナス値)。②の場合は絶対

値の金額が基金その他に計上され

る（円）

平成31年度末

退職手当引当金（円）

（(A)-(B)または(A)-(C)）

会計名称
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貸借対照表　【賞与等引当金内訳表】 　　　　：貸借対照表計上金額

【平成31年度決算用】

(A)期末・勤勉手当

6月支給額(円)

(B)6月支給額に係る

法定福利費相当額(円)

一般会計 109,152,269 137,389,817 26,338,587

農業集落排水事業特別会計 394,287 498,375 93,055

国民健康保険事業特別会計 2,354,552 2,984,801 547,027

介護保険事業特別会計 4,761,357 5,994,566 1,147,470

介護サービス事業特別会計 0 0 0

後期高齢者医療制度特別会計 803,668 1,012,078 193,424

平成31年度末

賞与等引当金(円)

(A+B)*(4/6)

会計名称

賞与等引当金については、ヒアリングより確認を行いました。
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貸借対照表　【有形・無形固定資産内訳表】 　　　　：貸借対照表計上金額

有形・無形固定資産の内訳については、固定資産台帳整備結果より確認を行いました。

【平成31年度決算用】 ※差引残高：取得金額等(残高)－減価償却累計額(絶対値)

平成31年度末

有形固定資産

残高（円）

平成31年度末

有形固定資産

減価償却累計額（円）

一般会計 49,816,047,991 131,508,608,630 -81,692,560,639 0 2,454,340,049

農業集落排水事業特別会計 680,286,740 1,273,786,803 -593,500,063 0 26,578,049

国民健康保険事業特別会計 0 0 0 0 0

介護保険事業特別会計 147,150 588,600 -441,450 0 147,150

介護サービス事業特別会計 0 0 0 0 0

後期高齢者医療制度特別会計 0 0 0 0 0

平成31年度末

固定資産

減価償却費（円）

平成31年度末

有形固定資産

差引残高（円）

会計名称

平成31年度末

無形固定資産

差引残高（円）
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行政コスト計算書の各勘定科目内訳表



行政コスト計算書　【勘定科目の内訳】 ※金額は一般会計です。

一般会計 （単位： 円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費 → 2節、3節、4節、5節支出額-前年度賞与等引当金計上額

賞与等引当金繰入額 → 決算年度賞与等引当金計上額

退職手当引当金繰入額 → 退職手当引当金前年度との差額（増加の場合）

その他 → 1節、6節支出額

物件費等

物件費 → 7節、8節、9節、10節、11節（修繕費分は除く）、12節（火災

保険自動車保険料は除く）、13節(資本的支出を除く )、14節

（リース料は除く）、18節(資本的支出を除く )

維持補修費 → 16節、15節（資本的支出工事費を除く）

減価償却費 → 決算年度固定資産減価償却費

その他 → 物件費のうち上記以外のもの

その他の業務費用

支払利息 → 地方債等利子分支払い額

徴収不能引当金繰入額 → 決算年度徴収不能引当金繰入額

その他 → 21節、23節、火災保険自動車保険料等

移転費用

補助金等 → 19節支出額

社会保障給付 → 20節支出額

他会計への繰出金 → 28節支出額

その他 → 22節、26節、27節支出額

経常収益

使用料及び手数料 → 9款使用料及び手数料

その他 → 12款財産収入、16款諸収入、退職手当引当金前年度との差額

（減少の場合）

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費 → 災害復旧工事費

資産除売却損 → 固定資産除却・売却時の損失額等

投資損失引当金繰入額 → 投資損失引当金前年度との差額（増加の場合）

損失補償等引当金繰入額 → 損失補償等引当金前年度との差額（増加の場合）

その他 → 不納欠損額、長期延滞債権調定額修正等の調整額

臨時利益

資産売却益 → 固定資産除却・売却時の利益額等

その他 → 不納欠損額、長期延滞債権調定額修正等の調整額、投資損失引

当金前年度との差額（減少の場合）、損失補償等引当金前年度

との差額（減少の場合）

純行政コスト ※整理仕訳等によって、上記以外の例外が発生する場合もあります。

【様式第２号】

行政コスト計算書

自　平成 31年 4月  1日
至　令和 2年 3月 31日

科目 金額

11,653,139,402

6,328,287,778

1,487,969,474

1,234,778,905

109,152,269

-

144,038,300

4,778,955,979

2,109,720,583

214,895,347

2,454,340,049

-

61,362,325

24,878,346

7,285,202

29,198,777

5,324,851,624

2,821,324,819

1,086,873,862

1,413,476,023

3,176,920

558,112,774

117,712,102

440,400,672

11,095,026,628

815,360,242

759,888,204

54,668,038

-

804,000

-

3,159,800

801,284

2,358,516

11,907,227,070
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純資産変動計算書の各勘定科目内訳表



純資産変動計算書　【勘定科目の内訳】 ※金額は一般会計です。

一般会計 (単位： 円）

固定資産

等形成分

余剰分

（不足分）

前年度末純資産残高 56,402,723,379 △ 12,578,682,631 #

純行政コスト（△） △ 11,907,227,070

財源 10,533,813,854

税収等 7,396,924,723 →
1款都道府県税～8款分担金及び負担金、

13款寄付金、14款繰入金等

国県等補助金 3,136,889,131 → 10款国庫支出金、11款都道府県支出金等

本年度差額 △ 1,373,413,216

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,040,677,045 2,040,677,045

有形固定資産等の増加 775,566,629 △ 775,566,629 → 有形固定資産新規有償取得

有形固定資産等の減少 △ 2,582,237,708 2,582,237,708 → 有形固定資産売却、今年度減価償却費

貸付金・基金等の増加 292,037,217 △ 292,037,217 →
有形固定資産以外の固定資産、短期貸付

金・基金の増加

貸付金・基金等の減少 △ 526,043,183 526,043,183 →
有形固定資産以外の固定資産、短期貸付

金・基金の減少
資産評価差額 - → 有価証券等評価差額

無償所管換等 △ 29,504,256 → 固定資産寄付増減、所管換え、評価差額

その他 139,883,428 △ 55,242,000 → その他調整額

本年度純資産変動額 △ 1,930,297,873 612,021,829

本年度末純資産残高 54,472,425,506 △ 11,966,660,802

※整理仕訳等によって、上記以外の例外が発生する

場合もあります。42,505,764,704

【様式第３号】

純資産変動計算書

科目 合計

自　平成 31年 4月  1日
至　令和 2年 3月 31日

43,824,040,748

△ 11,907,227,070

10,533,813,854

7,396,924,723

3,136,889,131

△ 1,373,413,216

-

△ 29,504,256

84,641,428

△ 1,318,276,044
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資金収支計算書の各勘定科目内訳表



資金収支計算書　【勘定科目の内訳】 ※金額は一般会計です。

一般会計 （単位： 円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出

人件費支出 → 1節～6節

物件費等支出 →
7～12節、13、15、17、18節（資産形成以外のもの）、14節（リース料

以外のもの）

支払利息支出 → 23節　利子支払等

その他の支出 → 21節　貸付費用

移転費用支出

補助金等支出 → 19節

社会保障給付支出 → 20節

他会計への繰出支出 → 28節

その他の支出 → 22節、26節、27節

業務収入

税収等収入 →
1～8款、13款、14款（基金繰入金を除く）、利子割生産金収入、国民健

康保険料等

国県等補助金収入 → 10款、11款のうち業務活動に関するもの

使用料及び手数料収入 → 9款

その他の収入 →

臨時支出

災害復旧事業費支出 → 13、15節（災害復旧工事に関するもの）

その他の支出 → 上記以外の臨時的な支出

臨時収入 → 10款、11款のうち臨時的なもの

業務活動収支

【投資活動収支】

投資活動支出

公共施設等整備費支出 → 13、15、17、18節（資産形成に関するもの）

基金積立金支出 → 25節

投資及び出資金支出 → 24節

貸付金支出 → 21節

その他の支出 → 上記以外の投資活動支出

投資活動収入

国県等補助金収入 → 10款、11款のうち投資活動に関するもの

基金取崩収入 → 14款　基金繰入金

貸付金元金回収収入 → 16款　貸付金元利収入

資産売却収入 → 12款　財産売払収入、生産物売払収入

その他の収入 → 償還金等

投資活動収支

【財務活動収支】

財務活動支出

地方債償還支出 → 23節　地方債元本償還等

その他の支出 → 14節（リース料に関するもの）

財務活動収入

地方債発行収入 → 17款

その他の収入 → 16款　借入金

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高 →前年度末歳計外現金残高（ヒアリングより）

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高 →決算年度末歳計外現金残高（ヒアリングより）

本年度末現金預金残高 ※整理仕訳等によって、上記以外の例外が発生する場合もあります。

本年度末資金残高

本年度資金収支額

前年度末資金残高

【様式第４号】
資金収支計算書

科目 金額

自　平成 31年 4月  1日
至　令和 2年 3月 31日

12款（財産売払収入を除く）、16款（貸付金元利収入、借入金を除

く）、17款　共済掛金及び交付金等

9,217,763,108

3,892,911,484

1,487,984,531

2,350,849,830

24,878,346

29,198,777

5,324,851,624

2,821,324,819

1,086,873,862

1,413,476,023

3,176,920

9,186,682,704

7,401,918,673

1,374,552,251

117,270,779

292,941,001

815,130,204

759,888,204

55,242,000

1,589,074,880

742,864,272

957,857,782

682,828,437

265,029,345

-

10,000,000

-

683,143,307

173,262,000

492,071,269

10,283,425

7,526,613

-

△ 274,714,475

1,501,326,880

1,501,326,880

-

882,275,000

882,275,000

-

△ 619,051,880

△ 150,902,083

561,314,680

606,437,756

455,535,673

107,136,364

△ 1,357,357

105,779,007
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連結作業（一組按分・相殺消去）



連結団体按分一覧表

連結対象である一部事務組合の財務書類を受領し、負担割合を用いて按分作業を行いました。

【平成31年度決算用】

組合名称 按分割合

甲世衛生組合 70.16%

世羅中央病院企業団 81.44%

広島県後期高齢者医療広域連合（一般会計） 1.12%

広島県後期高齢者医療広域連合（特別会計） 0.75%

世羅三原斎場組合 62.50%

広島中部台地土地改良施設管理組合 78.32%

三原広域市町村圏事務組合 17.40%

広島県市町総合事務組合（退職手当事業） 3.24%

広島県市町総合事務組合（公務災害事業） 4.89%
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連結相殺消去一覧表

連結対象会計・団体間での取引を単純合計後の値から相殺消去をすることで、純計を算出しています。

【平成31年度決算用】

事業名 支払名目 金額(円) 事業名 受入名目 金額(円)

連結 一般会計 出資金 7,650,000 株式会社セラアグリパーク 純資産（固定資産形成分） 7,650,000

全体 一般会計 他会計等への繰出金 1,568,000 介護サービス事業特別会計 税収等 1,568,000

全体 一般会計 他会計等への繰出金 407,008,000 介護保険事業特別会計 税収等 407,008,000

全体 一般会計 他会計等への繰出金 356,925,000 後期高齢者医療制度特別会計 税収等 356,925,000

全体 一般会計 他会計等への繰出金 167,288,000 公共下水道事業会計 税収等 167,288,000

全体 一般会計 他会計等への繰出金 133,185,023 国民健康保険事業特別会計 税収等 133,185,023

全体 一般会計 他会計等への繰出金 312,618,000 上水道事業会計 税収等 312,618,000

全体 一般会計 他会計等への繰出金 34,884,000 農業集落排水事業特別会計 税収等 34,884,000

連結 一般会計 物件費 54,136,563 株式会社セラアグリパーク 経常収益（その他） 54,136,563

連結 一般会計 補助金等 3,313,000 株式会社セラアグリパーク 税収等 3,313,000

連結 一般会計 補助金等 2,822,000 甲世衛生組合 税収等 2,822,000

連結 一般会計 物件費 16,300,000 広島中部台地土地改良施設管理組合 経常収益（その他） 16,300,000

連結 一般会計 補助金等 18,106,000 広島中部台地土地改良施設管理組合 税収等 18,106,000

連結 一般会計 物件費 15,603,193 世羅中央病院企業団 経常収益（その他） 15,603,193

連結 一般会計 補助金等 357,319,071 世羅中央病院企業団 税収等 357,319,071

連結 一般会計 社会保障給付 13,220 世羅中央病院企業団 経常収益（その他） 13,220

連結 一般会計 物件費 20,000 世羅三原斎場組合 経常収益（その他） 20,000

連結 一般会計 補助金等 14,203,000 世羅三原斎場組合 税収等 14,203,000

連結 一般会計 補助金等 175,638,000 広島県市町総合事務組合（退職手当事業） 税収等 175,638,000

連結 一般会計 補助金等 2,503,018 広島県市町総合事務組合（公務災害事業） 税収等 2,503,018

連結 一般会計 補助金等 66,658,600 三原広域市町村圏事務組合 税収等 66,658,600

連結 一般会計 その他（その他の業務費用） 531,960 広島県後期高齢者医療広域連合（一般会計） 経常収益（その他） 531,960

全体 介護保険事業特別会計 他会計等への繰出金 10,287,524 一般会計 税収等 10,287,524

全体 介護サービス事業特別会計 他会計等への繰出金 364,684 一般会計 税収等 364,684

全体 後期高齢者医療制度特別会計 他会計等への繰出金 353,000 一般会計 税収等 353,000

連結 国民健康保険事業特別会計 物件費 7,819,412 世羅中央病院企業団 経常収益（その他） 7,819,412

連結 国民健康保険事業特別会計 補助金等 2,838,000 世羅中央病院企業団 税収等 2,838,000

連結 介護保険事業特別会計 物件費 1,345,756 世羅中央病院企業団 経常収益（その他） 1,345,756

連結 国民健康保険事業特別会計 補助金等 2,859,000 広島県市町総合事務組合（退職手当事業） 税収等 2,859,000

連結 後期高齢者医療制度特別会計 補助金等 1,006,000 広島県市町総合事務組合（退職手当事業） 税収等 1,006,000

連結 農業集落排水事業特別会計 補助金等 543,000 広島県市町総合事務組合（退職手当事業） 税収等 543,000

連結 後期高齢者医療制度特別会計 補助金等 534,128,334 広島県後期高齢者医療広域連合（一般会計） 税収等 534,128,334

連結 株式会社セラアグリパーク 物件費 27,620 一般会計 経常収益（その他） 27,620

連結 株式会社セラアグリパーク 物件費 3,400 一般会計 経常収益（その他） 3,400

連結 甲世衛生組合 物件費 1,034,380 一般会計 経常収益（その他） 1,034,380

連結 広島中部台地土地改良施設管理組合 補助金等 8,841,000 一般会計 税収等 8,841,000

連結 世羅中央病院企業団 物件費 3,320 一般会計 経常収益（その他） 3,320

連結 世羅中央病院企業団 物件費 1,750,661 一般会計 経常収益（その他） 1,750,661

連結 世羅中央病院企業団 物件費 10,000 介護保険事業特別会計 経常収益（その他） 10,000

連結 世羅三原斎場組合 補助金等 1,141,000 一般会計 税収等 1,141,000

連結 広島県市町総合事務組合（退職手当事業） 物件費 3,700 一般会計 経常収益（その他） 3,700

連結 広島県後期高齢者医療広域連合（一般会計） 物件費 23,041 後期高齢者医療制度特別会計 経常収益（その他） 23,041

連結 広島県後期高齢者医療広域連合（一般会計） 他会計等への繰出金 9,477,682 広島県後期高齢者医療広域連合（特別会計） 税収等 9,477,682

支払元 支払先
範囲
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