
収 支 計 算 書 総 括 表

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで
(単位 :円 )

科 目 総 合 計 保健・環境待生事業 病院事業 複十字シール募金事業
岡山県南都健康づくり

センター事業

I事業活動収支の部

1事業活動収入

基本財産運用収入

基金運用収入

会費及び寄付金収入

シール募金交付金収入

保偉事業収入

医療収入

医療外収入

健康診断事業収入

健康増進利用収入

施設利用収入

環境事業収入

食鳥検査事業収入

斡旋事業収入

補助金等収入

雑収入

繰入金収入

事業活動収入計

2事業活動支出

保健事業費支出

診療費支出

健康診断事業費支出

健康増進費支出

環境事業費支出

食鳥検査事業費支出

斡旋事業費支出

普及広報費支出

募金費支出

役員費支出

一般管理費支出

管理費支出

研修費支出

その他支出

繰入金支出

事業活動支出計

事業活動収支差額 (A)

Ⅱ 投資活動収支の部

1投資活動収入

特定資産取崩収入

固定資産売却収入

投資活動収入附

2投資活動支出

固定資産取得文出

投資有価証券売却支出

特定資産取得支出

投資活動支出計

投責活動収支差額 (B)

Ⅲ 財務活動収支の部

1財務活動収入

財務活動収入計

2財務活動支出

借入金返済支出

リース債務返済支出

財務活動支出計

財務活動収支差額 (C)

当期収支差額 (D)=(A)+(3)+(C)

前期繰越収支差額 (E)

次期線越収支差額 (D)+(E)

73,500

185,328

4,456,690

1,054,778

1,279,485,569

841,236,955

6,593,313

260,378,886

66,883,546

1,782,498

792,023,153

53,479,605

665,372

135,339,607

12,413,632

15,482,000

73,500

185,328

3,464,170

1,278,616,414

260,378,886

792,023,153

53,479,605

665,372

15,427,440

12,232,491

15,482,000

869,155

841,236,955

6,593,313

22,516,306

1,054,778

992,520

66,883,546

1,782,498

97,395,861

181,044

3,471,534,432 2,432,028,359 871.215,729 1,054,875 167,235,469

944,846,055

600,532,510

197,329,445

160,655,273

489,286,119

52,376,856

204,584

6,332,699

1,054,875

9,333,882

691,990,730

21,205,627

6,906,351

1,896,305

15,482,000

944,846,055

197,329,445

489,286,119

52,376,856

204,584

6,332,699

9,333,882

470,350,694

5,165,111

1,890,749

600,532,510

221,640,036

21,205,627

1,74女 ,240

11,081.000

1,054,875

160,655,273

5,556

4,401,000

3,199,433,311 2,177,116,194 856.200,413 1.054.875 165,061,829

272.101,121 254,912,165 15,0151316 0 2 173.640

0

20,000 20,000

20,000 20,000 0 0 0

70,909,310

1,528,308

149,411,392

66,580,410

1,528,308

148,492,392

1,189,000 3,139,900

919,000

221,849,010 216.601,110 1,189,000 0 4,058,900

△    221,329,010 △   216,581,110 △      1.189,000 0 △    4,058,900

0 0 0 0 0

10,000,000

28,405,872

10,000,000

24,975,360 3,430,512

38,405,872 34,975,360 3,430,512 0 0

△     38,405,872 △     34,975,360 △      3,430,512 0 0

11,866,239 3.355,695 10,395,804 0 △    1 885 260

1,279,382,296 1,186,560,600 85,125,915 0 7,695,781

1,291,248,535 1,189,916,295 95 521 719 0 5,810.521



正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表  (総括 )

平成29年 4月 1日 から平成30年 3月 31日 まで

(単位 :円 )

科 目 公益 目的事業会計 法人会計 合 計

I。 一般正味財産増減の部

経
常
増
減
の

部

経
常
収
益

計

36,750 36,750 73,500

185,328 185,328

3,421,713,344 1,782,498 3,423,495,842

△       18,420,677 △      18,420,677

18,420,677 18,420,677

20,363,594 20,363,594

3,464,170 3,464,170

184,368 12,229,264 12,413,632

113,307,672 445,344 113,753,016

3,540,834,549 32,914,533 3,573,749,082

経
常
費
用

計

3,387,251,437 3,387,251,437

32,914,533 32,914,533

3,387,251,437 32,914,533 3,420,165,970

評価損益等調整前当期経常増減額 153,583,112 0 153,583,112

評価損益等 △ 1,528,308 △       1,528,308

当期経常増減額 153,583,112 △ 1,528,308 152,054,804

経

常

外

増

減
の

部

経

常

外

収

益
計

73,520 73,520

19,999 19,999

93,519 0 93,519

経
常
外

費
用

計

0

250,024 250,024

5,556 1,807,698 1,813,254

255,580 1 807 698 2,063,278

当期経常外増減額 △ 162,061 △ 1,807,698 △      1,969,759

当期一般正味財産増減額 153,421,051 △ 3,336,006 150,085,045

一般正味財産期首残高 1,099,632,470 986,698,145 2,086,330,615

一般正味財産期末残高 1,253,053,521 983,362,139 2,236,415,660

H.指定正味財産増減の部

受取補助金等 4,626,380 4,626,380

一般正味財産への振替額 △ 8,643,534 △      8,643,534

当期指定正味財産増減額 △      4,017.154 0 △      4,017,154

指定正味財産期首残高 167,541,753 68,500,000 236,041,753

指定正 味財産期末残高 163,524,599 68,500,000 232,024,599

Ⅲ.正味財産期末残高 1,416,578,120 1,051,862,139 2,468,440,259



貸 借 対 照 表

平成30年 3月 31日 現在

(単位 :円 )

科 目 当年度 前年度 増減

I資産の部

流動資産

固定資産

基本財産

特定資産

その他固定資産

資産合計

Ⅱ 負債の部

流動負債

固定負債

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

指定正味財産

(う ち基本財産への充当額 )

(う ち特定資産への充当額 )

一般正味財産

(う ち基本財産への充当額 )

(う ち特定資産への充当額 )

正味財産合計

負債及び正味財産合計

1,545,682,403

105,000,000

1,798,892,497

1,002,470,108

1,556,017,045

105,000,000

1,665,820,456

1,064,154,230

△     10,334,642

△

0

133,072,041

61,684,122

4,452,045,008 4,390,991,731 61,053,277

368,564,699

1,615,040,050

390,470,816

1,678,148,547

△

△

21,906,117

63,108,497

1,983,604,749 2,068,619,363 △    851014,614

232,024,599

(105,000,000)

(127,024,599)

2,236,415,660

(0)

(584,193,448)

236,041,753

(105,000,000)

(131,041,753)

2,086,330,615

(0)

(447,104,253)

△     4,017,154

(0)

△   (4,017,154)

150,085,045

(0)

(137,089,195)

2,468,440,259 2,322,372,368 146,067,891

4,452,045,008 4,390,991,731 61,053,277



財  産  目  録

平成30年 3月 31日 現在
(単 位 :円 )

貸借対照表科目 場所・物量筆 使用目的等 金  額

(流勘資産 )

現金

普通預金

振替預金

未収金

未収金貸倒引当金

lttl卸 品

仮払金

立替金

手元保管

中国銀行 大供支店 7通

中国銀行 岡山函支店

中国銀行 本店

三菱東京UFJ銀 行 間山駅前支店

真庭農協 久世支所

トマト銀行 本店

トマト銀行 西市支店 S逓

ゆ うちよ銀行 4通

こ転資金 として

'堅

転資金 として

選標資金 として

倹診・ 検査料、診療報酬等未収金

医薬品、資材等欄卸品

梨約保証金等仮払金

2,163,703
948,954,035

△

2,934,759

540,840,386

3,402,30G

12,174,580

17,668,748

流動資産合計 1,545,682,403

(固定資産 )

と本財産

特,宦 資産

その他囲定資産

基本財産引当預金

車輛

「
黒母需品

駐車場

E】競給付引当資産

政価償却引当資産

対がん基金資産

看護婦養成基金資産

穫十第
「

″募金積立資産

註車場整備嶺立資産

険診検査機器等施設設備準備引当資産

指定管理事業積立資産

システム整備積立資産

富物

車揃

什器倫品

註車場

土地

ンフトウェア

ノフトウェア仮詢定

定夕謝預金 トマト銀行本店

検諺車等 つ1件

検診 l決 査機器等 26件

来客者用盛車場

普通預金 中国銀行 大供支店

普通預金 トマト銀行 西市支店

定蒻預金 中国銀行 大供支店

定翔預金 トマト銀行 西市支店

ルア・ィ・ スイスAG社 債 中銀証券

第789号 利付商工債 SXBC日 興証券

H25第 756回 徳島県債 SЩBC日 興証券

第104回 丸紅社債 大和証券 岡山支店

ド .】上ルトヤン・ サ,ク ス社横 大和証券 岡山支店

第3回 三井住友 トラストHD社 債 大和証券 岡山支店

第185回オ

'フ

タス社債 三菱UF」モ″)・ ンスタルー証券

フランス電力第4回社債 三藤:UFJモデ′)・ ンスタルー証券

普通預金 トマト銀行 西市支店 2通

定メ羽預金 中国銀行 大供支店

定 )刀 預金 中国銀行 大供支店

定効預金 トマト銀行 西市支店

普通預金 中国銀行 大供支店

普通預金 トマト銀行 西市支店

普通預金 トマト銀行 西市支店 2通

普通預金 三菱東京UFJ銀 行 岡山駅前支店

定期預金 中国鰈行 大供支店

定期預金 中国銀行 大供支店

普通預金 三菱東京UFJ雲 行 岡山駅前支店

津山市田町375 27449覇f

岡山市北区平田40014,901 55nf

その他建物附属設備等

普通 自動車 軽 自動車等 39件

検診検査機器学 487件

検診車車庫等

岡山市北区日中177110・ 123～ 129 1,81100M

岡山市北区日中183-108・ 122～ 124 808 321fl

岡山市北区大供表町■18 39255∬

岡山市北区平日176101 2,01452寵 f

津山市口町3'3 59408臣 l

財務会計ンステム等 25件

共有財産であ り、 うち50%を 公益 目的保有財産 とし

て保有 している。

公益 目的保有財産であ り、公益 目的事業で使用 して

いる。

職員の退職に備え保有 している積立資産。

機器整備のための概立資産であ り、運用益を公益 目

的事業及び管理業務の財源 として使用 している。

がル対策のための積立質産であ り、運用益を公益 目

的事業の財源 として使用 している。

看護師装成のための積立贅産であ り、運用益を公益

目的事業の財涼 として使用 している。

結核対策のための積立資産であ り、運用益を公養 目

的事業の

''I源

として使用 している。

駐車場整備のためのイ賢立贅産であ り、運用益を管理

業務の財源 として使用 している。

強器整備のための積立資藤であ り、運用益を公益 目

的事業の財源 として使用 している。

指定管理事業のための積立資厳であ り、運用益を管

理業務の財源 として使用 している。

システム整備のための嶺立資産であ り、運用益を公

益 目的事業の財源 として使用 している。

FI支 所であ り、現在使用 していない。

公益 目的保有財藤であ り、公益 目的事業で使用 して

いる。

共有財産であ り、公益 目的事業及び管理業務に使用

公益 目的保有財産であ り、公益 目的事業で使用 して

いる。

共有財産であ り、公益 目的事業及び管理業務に使用

公益 目的事業に必要な法人活動の用に供する財産 と

して、管理業務に使用 している。

旧文所 (地 )で あ り、現在使用 していない。

共用財産であ り、公益 目的事業及び管理業務に使用

公益 目的保有財産 として取得予定のシステム設計費
用.

105,000,000

15,190,602

3,577,434

320,179

1,087,674,450

141,793,150

38,908,938

16,000,000

9,952,099

17,188,622

299,965,053

18,321,970

100,000,000

541,999,644

27,533,907

142,776,576
53,033,094

209,796,935

10,524,852

16,805,100

固定資産合計 2,906,362,605

資産合計 4,452,045,00`

(流動負償)

未払金

末払消費ア′

碩り金

阪受金

贅与引当金

平成29年度分未払金

平成29年度分未払消費税

3月 分源泉所得税等

結核予防会返金分等

202,668,761
15,103,50℃

39,057,721

1,006,192

流勘負偉合計 368,564,699

(固定A慎 )

i底職給付引当金

リース横務 uRI等 ,】費産 8件

職員の運職に備えた引当金

公益 目的事業で使用 している,‐ス贅産の横務残高

1,565,334,175

49,705,875

固定負僚合研 1,615,040,050

負償合計 1,983,604,749

正味財産 2,468,440,259


