
業　務　状　況　報　告　書

 平成２６年度上半期

公立豊岡病院組合

平成２６年９月３０日現在



公立豊岡病院組合業務状況報告書

  地方公営企業法第４０条の２及び公立豊岡病院組合病院事業の｢業務状況」の
作成及び公表に関する条例の規定により、平成２６年度上半期（ 自 平成２６年
４月１日  至 平成２６年９月３０日)の業務状況について公表する。



事業の概要

第１表

病院名

内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科
床 人

循環器科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科

形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科 500 724 

胸部外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、救急科

内科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科 99 

眼科、リハビリテ－ション科、放射線科
(一般６３・
　療養３６）

内科、外科、整形外科、皮膚科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ科、放射線科 55 50 

内科、外科、放射線科 50 42 

内科、消化器科、循環器科、リウマチ科

外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科
139 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ科、放射線科
（一般１０３
・療養３６）

843 1,053 

第２表

（A） （B）

人 人 103.5 ％

人 人 99.2 ％

126 

　公立豊岡病院
　出石医療センター

病床数

　公立豊岡病院
　日高医療センター

　公立豊岡病院

（一般４３１・
精神６５・
感染４）

(1)

　兵庫県北部における地域住民の健康保持に必要な医療を提供するため、５病院を運営していま
す。

病院別診療科目及び病床数

診療科目

　また、平成２６年９月３０日現在の診療科目、病床数、職員数及び平成２６年度上半期におけ
る患者数は、第１表、第２表のとおりです。

職員数
区分

患者数

118,831  

26年度上半期区    分

　公立朝来
　梁瀬医療センター

統轄管理事務所の職員数は、各病院に按分配分している。

200,146  

B/A×100

　公立朝来
　和田山医療センター

       計

延外来患者数 201,739  

111 

延入院患者数

25年度上半期

114,809  



経理の状況

ア．予算の執行状況について

第３表

（ア）収益的収入及び支出

ａ  収    入 （単位：千円、％）

第１款  病院事業収益 19,312,597 9,322,134 48.3 

第１項  医業収益 16,297,100 7,821,854 48.0 

第２項  医業外収益 2,995,497 1,497,369 50.0 

第３項  特別利益 20,000 2,911 14.6 
（税込）

ｂ  支    出 （単位：千円、％）

第１款  病院事業費用 20,443,762 9,664,120 47.3 

第１項  医業費用 18,553,622 8,540,828 46.0 

第２項  医業外費用 1,237,215 584,438 47.2 

第３項  特別損失 652,925 538,854 82.5 

（税込）

（イ）資本的収入及び支出

ａ  収    入 （単位：千円、％）

第１款  資本的収入 3,036,191 970,126 32.0 

第１項  企業債 1,891,400 412,900 21.8 

第２項  出資金 0 67,669 －

第３項  負担金 779,891 322,277 41.3 

第４項  他会計長期借入金 30,000 30,000 100.0 

第５項  補助金 272,000 136,750 50.3 

第６項  固定資産売却代金 62,300 0 0.0 

第７項  投資回収金 600 530 0.0 
（税込）

ｂ  支    出 （単位：千円、％）

第１款  資本的支出 4,560,406 1,420,499 31.1 

第１項  建設改良費　 2,814,345 552,294 19.6 

第２項  償還金 1,637,861 817,193 49.9 

第３項  退職給与金 0 0 －

第４項  その他資本的支出 108,200 51,012 47.1 
（税込）

上半期収入額　Ｂ B/A×100

区分 予算額  Ａ

区　　分 予算額  Ａ

B/A×100

B/A×100

上半期収入額　Ｂ

区分

(2)

予算額  Ａ区　　分

　収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の予算の執行は、第３表のとおりです。

予　算　の　執　行　状　況

予算額  Ａ

上半期支出額　Ｂ

上半期支出額　Ｂ B/A×100



イ． 当期の仮決算について

第４表

(単位:千円)

金　　額 金　　額

医業費用 8,540,828 医業収益 7,821,854 

給与費 4,370,410 入院収益 5,021,204 

材料費 2,088,051 外来収益 2,543,699 

経費 1,326,904 その他医業収益 256,951 

減価償却費 667,951 医業外収益 1,497,369 

資産減耗費 2,289 受取利息配当金 157 

研究研修費 49,624 補助金 169,102 

長期前払消費税償却 35,599 負担金交付金 850,538 

医業外費用 584,438 長期前受金戻入 41,127 

支払利息及び企業債取扱諸費 165,490 資本費繰入収益 394,051 

その他医業外費用 418,948 その他医業外収益 42,394 

特別損失 538,854 特別利益 2,911 

当期収益合計 9,322,134 

当期費用合計 9,664,120 当期純損益 △341,986 

(税込)

　前述の予算執行の結果を損益計算書及び貸借対照表にまとめると、第４表及び
第５表のとおりです。

費用の部 収益の部

科　　目 科　　目

損　益　計　算　書

(平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで)



第５表

 (単位:千円)

金　　　額 金　　　額

固定資産 22,646,924 固定負債 21,120,574 

有形固定資産 21,600,455 企業債 18,893,907 

土地 5,971,482 他会計借入金 60,490 

建物 11,985,491 退職給与引当金 2,165,177 

構築物 668,579 その他固定負債 1,000 

器械備品 2,275,896 流動負債 2,600,930 

車両 12,330 企業債 820,064 

建設仮勘定 686,677 未払金 1,193,029 

無形固定資産 16,601 未払費用 62,149 

電話加入権 8,083 前受金 437,956 

その他投資 8,518 その他流動負債 87,732 

投資 1,029,868 長期前受金 2,182,497 

長期貸付金 311,252 長期前受金収益化累計額 △831,687 

その他投資 718,616 資本金 19,172,583 

自己資本金 189,852 

流動資産 4,123,347 剰余金 △ 15,581,406 

現金預金 402,489 資本剰余金 1,772,580 

未収金 3,184,978 受贈財産評価額 57,940 

未収金貸倒引当金 △3,919 寄附金 4,240 

貯蔵品 126,482 補助金 1,266,164 

前払費用 147,088 保険差益 1,578 

その他流動資産 266,229 工事負担金 100,782 

繰延勘定 1,893,220 その他資本剰余金 341,876 

退職給与金 1,893,220 利益剰余金 △ 17,353,986 

減債積立金 0 

当年度未処理欠損金 17,353,986 

      合計 28,663,491        合計 28,663,491 

(税抜)

(3) 企業債及び一時借入金の現在高
平成２６年９月３０日の現在高は、第６表のとおりです。

 第６表

      （単位：千円）

 前年度末残高

(26.3.31) 借　　入

20,118,263 412,900 19,713,970 企業債

返　　済

817,193 

科　　　目

区分
(26.9.30)
期末現在高

科　　　目

期　中　増　減

貸　借　対　照　表

（平成２６年９月３０日)

資　産　の　部 負債及び資本の部


