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財　務　諸　表



【地方独立行政法人山口県立病院機構】 （単位  円）

資産の部

Ⅰ　固定資産

１　有形固定資産

土地 3,734,322,900

建物 10,627,443,492

建物減価償却累計額 2,531,743,837 8,095,699,655

構築物 675,285,074

構築物減価償却累計額 184,436,889 490,848,185

器械備品 4,886,038,834

器械備品減価償却累計額 2,674,604,150 2,211,434,684

車両 15,490,930

車両減価償却累計額 11,615,475 3,875,455

有形固定資産合計 14,536,180,879

２　無形固定資産

ソフトウェア 219,858,321

電話加入権 120,000

無形固定資産合計 219,978,321

３　投資その他の資産

破産更生債権等 113,151,463

貸倒引当金 ▲ 113,151,463

長期前払費用 3,549,300

投資その他の資産合計 3,549,300

14,759,708,500

Ⅱ　流動資産

現金及び預金 4,207,271,109

未収入金 2,779,711,709

貸倒引当金（未収入金） ▲ 12,241,735 2,767,469,974

たな卸資産 63,269,823

前払費用 251,580

7,038,262,486

21,797,970,986

固定資産合計

流動資産合計

資産合計

貸借対照表
(平成28年3月31日)

科　　　目 金　　　額
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【地方独立行政法人山口県立病院機構】 （単位  円）

負債の部

Ⅰ　固定負債

資産見返負債

資産見返運営費負担金 103,516

資産見返補助金等 1,433,349,797

資産見返寄附金 574,821 1,434,028,134

長期借入金 2,080,882,808

移行前地方債償還債務 4,795,769,212

引当金

退職給付引当金 5,921,459,923 5,921,459,923

14,232,140,077

Ⅱ　流動負債

一年以内返済予定長期借入金 873,752,268

一年以内返済予定移行前地方債償還債務 297,995,678

未払金 1,551,325,612

未払消費税等 7,641,600

未払費用 2,530,225

預り金 94,832,517

引当金

賞与引当金 434,969,801 434,969,801

その他 7,030

3,263,054,731

17,495,194,808

純資産の部

Ⅰ　資本金

設立団体出資金 3,144,411,828

3,144,411,828

Ⅱ　利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 1,591,197,145

当期未処理損失 ▲ 432,832,795

（うち当期総損失） (▲ 432,832,795)

1,158,364,350

4,302,776,178

21,797,970,986

固定負債合計

流動負債合計

科　　　目

貸借対照表
(平成28年3月31日)

金　　　額

負債純資産合計

資本金合計

利益剰余金合計

純資産合計

負債合計
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（ ～ ）

【地方独立行政法人山口県立病院機構】 （単位  円）

営業収益
医業収益

入院診療収益
外来診療収益
その他医業収益

運営費負担金収益
補助金等収益
寄附金収益
受託収入
資産見返負債戻入

資産見返運営費負担金戻入
資産見返補助金等戻入
資産見返寄附金戻入

営業収益合計

営業費用
医業費用

給与費
材料費
経費
減価償却費
研究研修費

一般管理費
給与費
経費
減価償却費
研究研修費

控除対象外消費税等
営業費用合計

営業損失

営業外収益
運営費負担金収益
財務収益
駐車場収入
その他営業外収益
営業外収益合計

営業外費用
財務費用
その他営業外費用
営業外費用合計

経常損失

臨時利益
その他臨時利益
臨時利益合計

臨時損失
固定資産除却損
臨時損失合計

当期純損失
当期総損失

132,291,658
273,079 132,632,492

71,678,300

101,869,881
6,000,000

▲ 432,832,795

77,382,276
▲ 419,655,534

▲ 432,832,795

8,960,934
68,421,342

331,795,990
19,685,348

61,956,811 16,442,427,580

2,237,824,366
1,332,114,911

16,839,428,757

8,926,421,521

11,370,781,464

260,633,242
3,196,109,378

損益計算書
平成27年4月1日 平成28年3月31日

科　　　目 金　　　額

14,827,524,084
1,699,724,000

6,898,968
559,301 358,939,607

521,868,262

36,679,000

17,323,235,449

67,021,584

3,884,109,971

▲ 483,806,692

245,400

4,825,619

245,400

13,422,661

33,007,231

67,755

13,422,661

141,533,434

3



（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

【地方独立行政法人山口県立病院機構】 （単位  円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

材料の購入による支出 ▲ 3,778,723,141

人件費支出 ▲ 8,536,805,680

その他の業務支出 ▲ 2,833,363,933

医業収入 14,584,277,611

運営費負担金収入 1,736,403,000

受託収入 98,804,041

寄附金収入 6,000,000

補助金等収入 84,906,300

その他 96,030,634

　　小計 1,457,528,832

利息の受取額 5,590,331

利息の支払額 ▲ 69,157,397

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,393,961,766

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 ▲ 835,895,726

定期預金の預入による支出 ▲ 2,402,000,000

定期預金の払出による収入 2,402,000,000

補助金等収入 147,500,000

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 688,395,726

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 630,900,000

長期借入金の返済による支出 ▲ 732,984,416

移行前地方債償還債務の償還による支出 ▲ 413,952,513

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 516,036,929

Ⅳ 資金増加額 189,529,111

Ⅴ 資金期首残高 1,615,741,998

Ⅵ 資金期末残高 1,805,271,109

キャッシュ・フロー計算書

科　　　目 金　　　額
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損失の処理に関する書類

【地方独立行政法人山口県立病院機構】 （単位  円）

Ⅰ 当期未処分損失 ▲ 432,832,795

当期総損失 ▲ 432,832,795

Ⅱ 損失処理額

前中期目標期間積立金額取崩額 432,832,795 432,832,795

Ⅲ 次期繰越欠損金 0
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行政サービス実施コスト計算書
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

【地方独立行政法人山口県立病院機構】 （単位  円）

科　　　目 金　　　　　額

Ⅰ　業務費用

（１）損益計算書上の費用

医業費用 16,442,427,580

一般管理費 358,939,607

その他営業費用 521,868,262

営業外費用 77,382,276

臨時損失 13,422,661 17,414,040,386

（２）（控除）自己収入等

医業収益 ▲ 14,827,524,084

寄附金収益 ▲ 6,000,000

受託収入 ▲ 101,869,881

資産見返寄附金戻入 ▲ 273,079

財務収益 ▲ 4,825,619

駐車場収入 ▲ 33,007,231

その他営業外収益 ▲ 67,021,584

臨時利益 ▲ 245,400 ▲ 15,040,766,878

業務費用合計 2,373,273,508

（うち減価償却充当補助金相当額） (132,359,413)

Ⅱ　機会費用

地方公共団体出資の機会費用 0 0

Ⅲ　行政サービス実施コスト 2,373,273,508
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注  記

１　重要な会計方針

 　(1) 運営費負担金収益の計上基準

 　　　 期間進行基準を採用しています。

 　　　 なお、建設改良に要する経費（移行前地方債利息償還金等）については、費用進行基準を採用して

　　　　います。

   (2)　減価償却費の会計処理方法

 　 　ア  有形固定資産

         定額法を採用しています。

 　　 　　 主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物 １５～４７年

構築物 １０～５０年

器械備品 　４～１０年

車両 　４～　６年

 　 　イ  無形固定資産

          定額法を採用しています。

 　　　　 なお、法人内利用のソフトウエアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいていま

　　　　す。

   (3) 引当金の計上基準

 　　 ア  賞与に係る引当金の計上基準

 　　　 役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上していま

　　　　す。

 　　 イ  退職給付に係る引当金の計上基準

 　　　 役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上

　　　　しています。

 　　　 数理計算上の差異は、発生年度に一括費用処理をしています。

過去勤務債務は、その発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）により按

　　　　分した額を費用処理することとしています。

 　 　ウ  貸倒引当金に係る計上基準

 　　　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等

　　　　については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

   (4) たな卸資産の評価基準及び評価方法

 　 　ア  医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法

 　   イ  診療材料 最終仕入原価法に基づく低価法

   (5) 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

 　　　 平成28年4月25日付総務省「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成２７事業

　　　　年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて」により0.0

　　　　00％で計算しています。

   (6) 消費税等の会計処理

 　　　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

２　キャッシュ・フロー計算書関係

   (1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定

現金及び預金勘定のうち、定期預金

資金期末残高

   (2) 重要な非資金取引

　　　 該当事項はありません。

4,207,271,109 円

▲2,402,000,000 円

1,805,271,109 円
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３　退職給付関係

  (1) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務（Ａ）

未認識過去勤務債務（Ｂ) 689,211,802 円

未認識数理計算上の差異（Ｃ）

退職給付引当金（D）＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ)

  (2) 退職給付費用に関する事項

勤務費用

利息費用

過去勤務債務の費用処理額

数理計算上の差異の費用処理額

退職給付費用

  (3) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率

退職給付見込額の期間配分方法

過去勤務債務の処理年数

数理計算上の差異の処理年数

４　リース取引関係

　　 該当事項は、ありません。

５　減損会計に関する事項

  (1) 固定資産のグルーピング方法

　　   継続的に収支の把握を行っている各病院単位を１つの資産グループとした上で、重要な遊休資産につい

　  ては別途独立した資産グループとして扱っています。

  (2) 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

　 　  本部資産については独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、共用資産としてグループングしてい

　   ます。また、当該資産に係る減損の兆候の把握等については、法人全体を基礎として判定しています。

６　重要な債務負担行為

（単位　円）

病院名 契約金額
翌年度以降
の支払金額

～ 平成30年3月31日

注　翌年度以降の支払額が5千万円以上のものを記載しています。

契約内容

防災警備業務委託 131,328,000 65,664,000
平成26年4月1日

契約期間

▲94,047,242 円

578,676,829 円

931,936,981 円

0.1%

期間定額基準

総合医療センター

10年

発生年度に一括処理

63,124,038 円

384,183,356 円

5,232,248,121 円

－円

5,921,459,923 円
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７　重要な後発事象

該当事項は、ありません。

８　金融商品の時価等

  (1) 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については山口県からの借入に

　　　　よっています。

  (2) 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位　円）

貸借対照表

計 　上　 額

現金及び預金 4,207,271,109 4,207,271,109 －　

未収入金 2,779,711,709 2,779,711,709 －　

長期借入金 (2,954,635,076) (2,962,874,676) (8,239,600)

移行前地方債償還債務 (5,093,764,890) (5,401,825,631) (308,060,741)

未払金 (1,551,325,612) (1,551,325,612) －　

区分 時価 差額

注　１　負債に計上されているものは、（ ）で示しています。
注　２　金融商品の時価の算定方法に関する事項
　　　　 現金及び預金、未収入金並びに未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
　　　ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
　　　　 長期借入金及び移行前地方債償還債務の時価については、元利金の合計額を同様の
　　　新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
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財　務　諸　表　等

（附 属 明 細 書）
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12　医業費用及び一般管理費の明細 （単位　円）

科目 金額

医業費用

給与費

給料 2,994,327,699

手当 1,704,779,746

賞与 721,339,134

賞与引当金繰入額 416,584,337

退職給付費用 869,409,745

賃金 933,782,053

法定福利費 1,286,198,807 8,926,421,521

材料費

医薬品費 2,206,417,295

診療材料費 1,648,264,712

給食用材料費 9,309,584

医療消耗器具備品費 17,052,848

たな卸資産減耗費 3,065,532 3,884,109,971

経費

福利厚生費 18,360,511

報償費 73,933,361

旅費交通費 16,629,460

職員被服費 6,759,500

通信運搬費 13,687,505

広告宣伝費 5,397,071

消耗品費 84,366,706

消耗器具備品費 10,155,758

印刷製本費 6,454,810

水道光熱費 231,245,220

燃料費 5,630,912

保険料 31,201,066

諸会費 2,525,403

修繕費 174,757,475

賃借料 168,891,544

委託費 1,361,968,757

手数料 6,162,789

租税公課 8,073,907

医業貸倒損失 9,152

医業貸倒引当金繰入額 2,843,516

雑費 8,769,943 2,237,824,366

減価償却費

建物減価償却費 581,070,558

構築物減価償却費 40,975,981

医療用器械備品減価償却費 547,198,658

車両減価償却費 2,542,524

無形固定資産減価償却費 160,327,190 1,332,114,911

研究研修費

研究費 16,672,732

研修費 45,284,079 61,956,811

医業費用合計 16,442,427,580
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科目 金額

一般管理費

給与費

役員報酬 6,044,481

給料 127,070,400

手当 33,147,772

賞与 30,566,829

賞与引当金繰入額 18,385,464

退職給付費用 62,527,236

賃金 5,782,379

法定福利費 48,271,429 331,795,990

経費

報償費 13,000

旅費交通費 1,695,092

通信運搬費 1,186,283

消耗品費 475,233

消耗器具備品費 60,900

印刷製本費 85,500

諸会費 14,600

賃借料 3,482

委託費 15,294,554

手数料 170,220

租税公課 681,622

雑費 4,862 19,685,348

減価償却費

その他器械備品減価償却費 6,898,968 6,898,968

研究研修費

研修費 559,301 559,301

一般管理費合計 358,939,607
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13　上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

 (1)　現金及び預金の内訳 （単位　円）

区分 期末残高 備考

現金 6,180,819

普通預金 1,796,153,366

当座預金 2,936,924

定期預金 2,402,000,000

計 4,207,271,109

 (2)　未収入金の内訳 （単位  円）

区分 期末残高 備考

医業未収入金 2,679,087,036

医業外未収入金 100,624,673

計 2,779,711,709

 (3)　未払金の内訳 （単位  円）

区分 期末残高 備考

給与費 378,950,306

材料費 693,059,107

固定資産購入費 172,622,124

経費その他 306,694,075

計 1,551,325,612
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平成２７年度

至　平成２８年３月３１日

地方独立行政法人山口県立病院機構

決  算  報  告  書

（第５期事業年度）

自　平成２７年４月  １日



平成２７年度決算報告書

【地方独立行政法人山口県立病院機構】 （単位  円）

当初予算額 決　算　額 差　額 備　考

収入

営業収益 16,706,861,000 16,839,428,757 132,567,757

医業収益 14,621,163,000 14,827,524,084 206,361,084 診療単価の増等による増

運営費負担金収益 1,699,610,000 1,699,724,000 114,000 臨床研修医に関する経費の増

その他営業収益 386,088,000 312,180,673 ▲73,907,327 保険予防活動収益の減

営業外収益 130,101,000 141,533,434 11,432,434

運営費負担金収益 38,776,000 36,679,000 ▲2,097,000 企業債償還利息の減

その他営業外収益 91,325,000 104,854,434 13,529,434

臨時利益 0 0 0

資本収入 637,600,000 638,400,000 800,000

長期借入金 631,600,000 630,900,000 ▲700,000

その他資本収入 6,000,000 7,500,000 1,500,000

計 17,474,562,000 17,619,362,191 144,800,191

支出

営業費用 15,549,851,000 15,360,099,594 ▲189,751,406

医業費用 14,858,385,000 14,518,569,688 ▲339,815,312

給与費 8,389,306,000 8,334,678,540 ▲54,627,460 支給人員の減

材料費 3,900,504,000 3,884,109,971 ▲16,394,029 値引き額増による減

経費 2,492,272,000 2,237,824,366 ▲254,447,634 委託費および水道光熱費の減

その他医業費用 76,303,000 61,956,811 ▲14,346,189 減価償却費の減

一般管理費 372,777,000 319,661,644 ▲53,115,356 看護学校派遣人件費の減

165,804,000 521,868,262 356,064,262

営業外費用 76,503,000 77,382,276 879,276

臨時損失 0 0 0

資本支出 1,807,537,000 1,804,899,883 ▲2,637,117

建設改良費 651,836,000 657,962,954 6,126,954

地方債償還金 1,145,701,000 1,146,936,929 1,235,929

その他の支出 10,000,000 0 ▲10,000,000

計 17,433,891,000 17,242,381,753 ▲191,509,247

40,671,000 376,980,438 336,309,438

（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりです。

・上記数値は消費税等込みの金額を記載。

・給与費及び一般管理費において、退職手当支給額を計上。

・臨時利益及び臨時損失において、現金収入及び現金支出を伴うものを計上。

区　分

単年度資金収支（収入－支出）

控除対象外消費税等

(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) 




