
業　務　状　況　報　告　書

 平成２９年度上半期

公立豊岡病院組合

平成２９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２９年度上半期（ 自 平成２９年
４月１日  至 平成２９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、神経内科、呼吸器内科、消化器科、循環器内科、リウマチ科、
床 人

内分泌・糖尿病内科、緩和ケア内科、小児科、外科、乳腺外科、

整形外科、形成外科、脳神経外科、胸部・心臓血管外科、 518 814 

皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、精神科、

麻酔科、歯科口腔外科、矯正歯科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線科、

病理診断科、救急科

内科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、 99 

眼科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、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 52 

内科、消化器内科、循環器内科、リウマチ科、

外科、整形外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、
150 134 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ科、放射線科
・一般104
・療養46

822 1,117 

第２表

（A） （B）

人 人 101 ％

人 人 99.7 ％

　公立朝来医療センター

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２９年９月３０日現在の診療科目、病床数、職員数及び平成２９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

       計

統轄管理事務所の職員数は、各病院に按分している。

患者数

区    分 B/A×100

　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

117 

　公立豊岡病院
　出石医療センター

延入院患者数

延外来患者数

28年度上半期 29年度上半期

109,817  110,884  

193,614  193,005  



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 20,712,668 10,055,886 48.5 

第１項  医業収益 17,470,600 8,444,517 48.3 

第２項  医業外収益 3,222,068 1,611,369 50.0 

第３項  特別利益 20,000 0 0.0 
（税込）

ｂ  支    出 （単位：千円、％）

第１款  病院事業費用 21,757,434 9,990,595 45.9 

第１項  医業費用 21,044,070 9,696,790 46.1 

第２項  医業外費用 693,364 293,446 42.3 

第３項  特別損失 20,000 359 1.8 

（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 3,306,146 527,271 15.9 

第１項  企業債 2,345,400 0 0.0 

第２項  負担金 899,911 448,347 49.8 

第３項  他会計長期借入金 30,000 60,000 200.0 

第４項  補助金 29,635 14,763 49.8 

第５項  投資回収金 1,200 4,161 346.8 
（税込）

ｂ  支    出 （単位：千円、％）

第１款  資本的支出 4,093,530 1,285,853 31.4 

第１項  建設改良費　 2,350,480 380,815 16.2 

第２項  償還金 1,636,950 815,841 49.8 

第３項  その他資本的支出 106,100 89,197 84.1 
（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 9,696,790 医業収益 8,444,517 

給与費 4,980,981 入院収益 5,588,132 

材料費 2,363,975 外来収益 2,573,935 

経費 1,387,563 その他医業収益 282,450 

減価償却費 861,520 医業外収益 1,611,369 

資産減耗費 392 受取利息配当金 12 

研究研修費 51,297 補助金 169,120 

長期前払消費税償却 51,062 負担金交付金 944,014 

医業外費用 293,446 長期前受金戻入 52,817 

支払利息及び企業債取扱諸費 148,678 資本費繰入収益 392,682 

繰延勘定償却 144,768 その他医業外収益 52,724 

特別損失 359 特別利益 0 

当期収益合計 10,055,886 

当期費用合計 9,990,595 当期純損益 65,291 

(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２９年４月１日から平成２９年９月３０日まで)



第５表

 (単位:千円)

金　　　額 金　　　額

固定資産 26,619,548 固定負債 25,297,532 

有形固定資産 24,911,199 企業債 22,864,461 

土地 5,914,137 他会計借入金 114,484 

建物 14,960,414 退職給与引当金 2,317,587 

構築物 861,688 その他固定負債 1,000 

器械備品 3,160,087 流動負債 2,951,739 

14,873 一時借入金 280,000 

無形固定資産 36,181 企業債 819,906 

電話加入権 8,083 未払金 1,241,247 

その他投資 28,098 未払費用 78,827 

投資 1,672,168 前受金 459,618 

長期貸付金 495,538 引当金 516 

その他投資 1,176,630 その他流動負債 71,625 

流動資産 3,151,750 繰延収益 1,239,669 

現金預金 50,996 長期前受金 2,437,185 

未収金 2,956,273 長期前受金収益化累計額 △1,197,516 

未収金貸倒引当金 △1,012 資本金 2,778,821 

貯蔵品 107,390 自己資本金 189,851 

前払費用 38,065 他会計出資金 2,588,970 

その他流動資産 38 剰余金 △ 2,158,299 

繰延勘定 338,164 資本剰余金 520,352 

退職給与金 338,164 受贈財産評価額 11,740 

補助金 5,450 

工事負担金 2,380 

その他資本剰余金 500,782 

利益剰余金 △ 2,678,651 

当年度未処理欠損金 △2,678,651 

      合計 30,109,462        合計 30,109,462 

(税抜)

(3)
企業債及び一時借入金の現在高

平成２９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

(29.3.31) 借　　入

24,500,208 0 23,684,367 

貸　借　対　照　表

（平成２９年９月３０日)

資　産　の　部 負債及び資本の部

815,841 

返　　済

企業債

科　　　目

区分
(29.9.30)
期末現在高

科　　　目

期　中　増　減

車両


