
業　務　状　況　報　告　書

 平成２８年度上半期

公立豊岡病院組合

平成２８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２８年度上半期（ 自 平成２８年
４月１日  至 平成２８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、呼吸器内科、循環器内科、神経内科、消化器科、外科
床 人

呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科

形成外科、胸部外科、精神科、リウマチ科、小児科、皮膚科 518 808 

泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

放射線科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科、内分泌・糖尿病内科

緩和ケア内科

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、消化器内科、外科、心臓血管外科、整形外科

リウマチ科、皮膚科、泌尿器科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線科
150 

一般104
療養 46

822 1,112

第２表

（A） （B）

人 人 93.9 ％

人 人 98.9 ％

 公立朝来医療センター 124 

(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、４病院を運営していま
す。

　また、平成２８年９月３０日現在の診療科目、病床数、職員数及び平成２８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。

病院別診療科目及び病床数

区分
診療科目 病床数 職員数

 公立豊岡病院

  一般463
  精神 51
  感染  4

 公立豊岡病院
 日高医療センター

130 

 公立豊岡病院
 出石医療センター

       計

統轄管理事務所の職員数は、各病院に按分配分している。

患者数

区    分 27年度上半期 28年度上半期 B/A×100

延入院患者数 116,918  109,817  

延外来患者数 195,834  193,614  



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 20,588,257 9,850,378 47.8 

第１項  医業収益 17,442,958 8,268,054 47.4 

第２項  医業外収益 3,125,299 1,575,875 50.4 

第３項  特別利益 20,000 6,449 32.2 
（税込）

ｂ  支    出 （単位：千円、％）

第１款  病院事業費用 21,525,947 10,199,249 47.4 

第１項  医業費用 20,668,548 9,559,828 46.3 

第２項  医業外費用 837,399 632,962 75.6 

第３項  特別損失 20,000 6,459 32.3 

（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 1,134,677 434,392 38.3 

第１項  企業債 921,800 302,300 32.8 

第２項  出資金 0 0 　　　　　－

第３項  負担金 137,877 69,120 50.1 

第４項  他会計長期借入金 30,000 30,000 100.0 

第５項  補助金 43,800 21,900 50.0 

第６項  固定資産売却代金 0 6,322 　　　　　－

第７項  投資回収金 1,200 4,750 395.8 

第８項  その他資本的収入 0 0 　　　　　－
（税込）

ｂ  支    出 （単位：千円、％）

第１款  資本的支出 2,604,561 1,475,275 56.6 

第１項  建設改良費　 970,600 636,127 65.5 

第２項  償還金 1,512,311 799,498 52.9 

第３項  その他資本的支出 121,650 39,650 32.6 
（税込）

(2)

　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

区　　分 予算額  Ａ 上半期収入額　Ｂ B/A×100

区分 予算額  Ａ 上半期支出額　Ｂ B/A×100

区　　分 予算額  Ａ 上半期支出額　Ｂ B/A×100

区分 予算額  Ａ 上半期収入額　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 9,559,828 医業収益 8,268,054 

給与費 4,838,832 入院収益 5,373,035 

材料費 2,367,907 外来収益 2,606,501 

経費 1,379,838 その他医業収益 288,518 

減価償却費 867,447 医業外収益 1,575,875 

資産減耗費 664 受取利息配当金 150 

研究研修費 55,805 補助金 175,581 

長期前払消費税償却 49,335 負担金交付金 867,427 

医業外費用 359,719 長期前受金戻入 53,846 

支払利息及び企業債取扱諸費 157,345 資本費繰入収益 431,571 

その他医業外費用 202,374 その他医業外収益 47,300 

特別損失 6,459 特別利益 6,449 

当期収益合計 9,850,378 

当期費用合計 9,926,006 当期純損益 △75,628 

(税込)

科　　目 科　　目

　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。

損　益　計　算　書

(平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日まで)

費用の部 収益の部



第５表

 (単位:千円)

金　　　額 金　　　額

固定資産 27,587,539 固定負債 26,173,490 

有形固定資産 25,917,654 企業債 23,698,008 

土地 5,914,136 他会計借入金 85,684 

建物 15,944,795 退職給与引当金 2,388,798 

構築物 904,958 その他固定負債 1,000 

器械備品 3,134,606 流動負債 2,348,907 

19,159 一時借入金 145,000 

無形固定資産 38,134 企業債 721,449 

電話加入権 8,083 未払金 903,016 

その他投資 30,051 未払費用 71,945 

投資 1,631,751 前受金 434,941 

長期貸付金 416,757 引当金 516 

その他投資 1,214,994 その他流動負債 72,040 

流動資産 3,250,744 繰延収益 1,357,482 

現金預金 28,567 長期前受金 2,450,991 

未収金 3,108,978 長期前受金収益化累計額 △1,093,509 

未収金貸倒引当金 △751 資本金 2,847,942 

貯蔵品 99,505 自己資本金 189,852 

前払費用 14,370 他会計出資金 2,658,090 

その他流動資産 76 剰余金 △ 1,189,586 

繰延勘定 699,952 資本剰余金 311,684 

退職給与金 699,952 受贈財産評価額 11,739 

補助金 5,450 

工事負担金 2,381 

その他資本剰余金 292,114 

利益剰余金 △ 1,501,270 

当年度未処理欠損金 △1,501,270 

      合計 31,538,235        合計 31,538,235 

(税抜)

(3)
企業債及び一時借入金の現在高

平成２８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

(28.3.31) 借　　入

24,916,654 302,300 24,419,457 企業債 799,497 

貸　借　対　照　表

（平成２８年９月３０日)

資　産　の　部 負債及び資本の部

科　　　目 科　　　目

区分
期　中　増　減 期末現在高

返　　済 (28.9.30)


