
業　務　状　況　報　告　書

 平成３０年度上半期

公立豊岡病院組合

平成３０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３０年度上半期（ 自 平成３０年
４月１日  至 平成３０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、脳神経内科、呼吸器内科、消化器科、循環器内科、
床 人

リウマチ科、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、 518 829 

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 50 

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、
150 135 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ科、放射線科
・一般104
・療養46

822 1,117 

職員数

5 

1,122 

第２表

（A） （B）

人 人 94.9 ％

人 人 99.3 ％

延入院患者数

延外来患者数

29年度上半期 30年度上半期

110,884  105,226  

193,005  191,667  

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

103 

　公立豊岡病院
　出石医療センター

統轄管理事務所の職員数は、各病院に按分している。(訪問看護ステーションは除く）

施設名

(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病院及び１訪問介護施
設を運営しています。

　また、平成３０年９月３０日現在の診療科目、病床数、職員数及び平成３０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

訪問業務

訪問看護、訪問リハビリ

合計

　公立朝来医療センター

訪問看護ステーション
ひだか

      小 計



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 21,171,191 10,111,956 47.8 

第１項  医業収益 17,593,184 8,470,418 48.1 

第２項  医業外収益 3,327,007 1,641,454 49.3 

第３項  特別利益 251,000 84 0.0 

第２款  介護事業収益 47,253 12,476 26.4 

第１項  事業収益 47,253 12,476 26.4 
（税込）

ｂ  支    出 （単位：千円、％）

第１款  病院事業費用 22,239,384 10,707,923 48.1 

第１項  医業費用 21,181,163 10,426,777 49.2 

第２項  医業外費用 570,944 273,962 48.0 

第３項  特別損失 487,277 7,184 1.5 

52,902 26,519 50.1 

第１項  事業費用 52,902 26,519 50.1 

（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 1,994,565 566,884 28.4 

第１項  企業債 914,900 0 0.0 

第２項  負担金 1,015,593 506,230 49.8 

第３項  他会計長期借入金 30,000 30,000 100.0 

第４項  補助金 30,071 14,980 49.8 

第５項  投資回収金 4,001 15,674 391.8 
（税込）

ｂ  支    出 （単位：千円、％）

第１款  資本的支出 2,715,120 1,067,382 39.3 

第１項  建設改良費　 915,529 155,703 17.0 

第２項  償還金 1,703,991 849,054 49.8 

第３項  その他資本的支出 95,600 62,625 65.5 
（税込）

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

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

第２款  介護事業費用



イ． 当期の中間決算について

第４表

(単位:千円)

金　　額 金　　額

医業費用 10,426,777 医業収益 6,720,824 

給与費 5,573,357 入院収益 4,658,898 

材料費 2,425,874 外来収益 1,878,380 

経費 1,368,047 その他医業収益 183,546 

減価償却費 954,435 医業外収益 1,172,401 

資産減耗費 371 受取利息配当金 2 

研究研修費 51,809 補助金 186,490 

長期前払消費税償却 52,884 負担金交付金 629,944 

医業外費用 237,670 長期前受金戻入 49,040 

支払利息及び企業債取扱諸費 140,972 資本費繰入収益 275,072 

繰延勘定償却 96,698 その他医業外収益 31,853 

特別損失 7,184 特別利益 0 

訪問看護費用 26,519 訪問看護収益 12,476

給与費 24,695 療養科収益 12,458

材料費 38 その他事業収益 18

経費 1,321

減価償却費 452

資産減耗費 0

研究研修費 13

長期前払消費税償却 0

当期収益合計 7,905,701 

当期費用合計 10,698,150 当期純損益 △2,792,449 

(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。

損　益　計　算　書

(平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで)

費用の部 収益の部

科　　目 科　　目



第５表

 (単位:千円)

金　　　額 金　　　額

固定資産 26,636,492 固定負債 25,941,575 

有形固定資産 24,934,060 企業債 23,391,474 

土地 5,913,766 他会計借入金 136,781 

建物 14,021,926 退職給与引当金 2,412,320 

構築物 818,608 その他固定負債 1,000 

器械備品 4,155,839 流動負債 3,997,397 

14,793 一時借入金 775,000 

9,128 企業債 850,934 

無形固定資産 32,939 未払金 994,048 

電話加入権 8,083 未払費用 452,524 

その他投資 24,856 前受金 560,831 

投資 1,669,493 引当金 288,039 

長期貸付金 480,971 その他流動負債 76,021 

その他投資 1,188,522 繰延収益 1,134,332 

流動資産 3,334,758 長期前受金 2,391,056 

現金預金 106,160 長期前受金収益化累計額 △1,256,724 

未収金 3,007,407 資本金 2,778,821 

未収金貸倒引当金 △1,785 自己資本金 189,851 

貯蔵品 107,756 他会計出資金 2,588,970 

前払費用 115,193 剰余金 △ 3,784,177 

その他流動資産 27 資本剰余金 662,541 

繰延勘定 96,698 受贈財産評価額 11,740 

退職給与金 96,698 補助金 5,450 

工事負担金 2,380 

その他資本剰余金 642,971 

利益剰余金 △ 4,446,718 

当年度未処理欠損金 △4,446,718 

      合計 30,067,948        合計 30,067,948 

(税抜)

(3) 企業債及び一時借入金の現在高

平成３０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 期　中　増　減

(30.3.31) 借　　入

25,091,461 0 24,242,408 

貸　借　対　照　表

（平成３０年９月３０日)

資　産　の　部 負債及び資本の部

車両

849,053,614 

返　　済

企業債

科　　　目

区分
(30.9.30)
期末現在高

科　　　目

建設仮勘定


