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貸借対照表
平成25年3月31日

【地方独立行政法人北松中央病院l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）



貸借対照表
平成25年3月31日

【地方独立行政法人北松中央病院】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

（負　債　の　部）

Ⅰ国定負債

資産見返負債

資産見返補助金等

長期借入金

移行前地方債償遼債務

引当金

退職給付引当金

長期リース債務

固定負債合計

Ⅲ流動負債
一年以内返済予定長期借入金

一年以内返済予定移行前地方債償還債務

未払金

預り金

未払費用

仮受金

引当金

賞与引当金

短期リース債務

流動負債合計

負債合計

（純資　産　の　部）

Ⅰ資本金

設立団体出資金

資本金合計

Ⅲ資本剰余金

資本剰余金

損益外減損損失累計額

資本剰余金合計

Ⅲ利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金

施設設備目的積立金

当期未処分利益

（うち当期総利益）

利益剰余金合計

純資産合計

負債純資産合計

11，619，196

238，388，594

1，043，063，481

175，637，828

24，415，545

74，913，757

55，025，480

164，806，197

24，769，065

26，049，594

40，000

47，000，000

10，796，940

1，387，575，716

131，039，665

▲68，533，543

758，039，015

2，534，662

5，715，207

1，896，525，677

2，216，370，722

1，493，124，644

403，401，033

1，387，575，716

766，288，884



損益計算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日

【地方独立行政法人北松中央病院】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　　目 ��

営業収益 医業収益 入院診療収益 ���33C8�3cs��3c�2�2，355，908，198 �(�3CC��3�S8�3sビ�(�3S#��3��h�3�3��

外来診療収益 涛#��3s3H�3�#"�

その他医業収益 塔8�3C�8�3ss2�

運営費負担金収益 鉄���33���3C���67，818，906 

補助金等収益 �24，562，379 

資産見返補助金等戻入 営業収益合計 営業費用 医業費用 材料費 �764，304 

2，393，758，972 127，357，859 

給与費 ���3#38�3�C��3#�b�

委託費 鉄X�3イ��3S#��

設備関係費 �3C��33�h�3涛2�

研究研修費 ��h�3�C(�3�C��

経費 一般管理費 給与費 ��C��3����3s�2�

78，958，616 

委託費 �3X�3�#X�3#3��

設備関係費 塗�3s�(�3c#b�

研究研修費 ��S(�3SSR�

経費 営業費用合計 営業損失 営業外収益 受取利息及び配当金 店�3s���3�3"�

6，383，265 鼎3x�3S3��

▲72，063，044 121，037，082 

運営費負担金収益 その他の営業外収益 患者外給食収益 �95，926，806 24，672，745 

保育所施設運営助成金 �8�3#�h�3����

保育所利用収益 �8�3Sc��3����

その他雑収益 　営業外収益合計 ����3S�H�33���
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キャッシュ・フロー計算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日

【地方独立行政法人北松中央病院】　　　　　　　　　　　　　　　　（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

人件費支出

医業収入

運営費負担金収入

補助金等収入

その他

小計

利息の受取額

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

定期預金の払出による収入

有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

長期借入金の返済による支出

移行前地方債償還債務の償還による支出

リース債務の返済による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ現金等の減少額

Ⅴ現金等の期首残高

Ⅵ現金等の期末残高

▲591，651，482

▲1，284，193，977

2，341，039，318

164，868，981

45，020，379

▲331，354，815

343，728，404

437，531

▲28，226，358

▲291，591，776

393，331，083

▲458，281，767

▲1，581，195

145，500，000

▲44，242，391

▲57，732，411

▲10，624，950

32，900，248

▲9，283，830

365，270，941

355，987，111



利益の処分に関する書類
（平成25年　6月30日）

【地方独立行政法人北松中央病院】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　　　目 仞�������ｧ｢�

Ⅰ当期未処分利益 店�3s�X�3#�r�

当期総利益 Ⅱ利益処分額 施設設備目的積立金 店�3s�X�3#�r�X�Cs�X�C#�x��X�Cs�X�C#�r�



行政サービス実施コスト計算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日

【地方独立行政法人北松中央病院】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　目 仞���ｧ｢�

Ⅰ業務費用 （1）損益計算書上の費用 　診療業務費 �(�33�8�3sS��3都"�2，564，646，511 ▲2，378，837，627 ��ス�3����3ャB�

一般管理費 ��#x�33Sx�3ゴ��

営業外費用 �3��3都��3c���

臨時費用 （2）（控除）自己収入等 診療業務収入 ����3SS��3�c��

▲2，356，672，502 

営業外収入 ��3#��3ンH�3#sb�

臨時収入 業務費用合計 ��3#s��3イ��

7，518，752 ��

（うち減価償却充当補助金相当額） Ⅱ機会費用 地方公共団体出資等の機会費用 Ⅲ行政サービス実施コスト 劍�都cH�33�H�｢�x�3S���3sS"���8�33#x�3c3b�



注記事項

Ⅰ重要な会計方針

1運営費負担金の計上基準

期間進行基準を採用しています。

2　減価償却の会計処理方法

（1）有形固定資産

建物は定額法、それ以外は定率法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　3～39年

構築物　　　　　　　　　　3～30年

医療用器械備品　　　　　3～10年

その他器械備品　　　　　3～10年

車両　　　　　　　　　　　4～6年

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。

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）に基づき償却しております。

法人税法の改正に伴い、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正法人税法に定める償却方法

により減価償却費を計上しております。

これにより、従来の方法によった場合と比べて、減価償却費は4，935，480円減少し、その結果、営業損失は同額減少し、

経常利益及び当期純利益はそれぞれ同額増加しております。

3　引当金の会計基準

（1）退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
、職貞の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合による退職金要支給額に基づき計上しております。

（2）貸倒引当金の計上基準

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、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（3）賞与引当金の計上基準

職員に対して支給する賞与に備えるために、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

4たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品・診療材料：最終仕入原価法に基づく低価法を採用しております。

5　有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません。

6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

佐世保市出資等の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の平成25年3月末における

利回りを参考に0．564％で計算しております。
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7　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、税込方式によっております。

Ⅱ　キャッシュ・フロー計算書関係

1資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定

うち定期預金

（差引）資金期末残高

2　重要な非資金取引

（1）ファイナンス・リースによる資産の取得

647，578，887円

291，591，776円

355．987．111円

2，435，580円

Ⅲ　退職給付関係

1採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、簡便法（自己都合退職による期末要支給額の100％を退職給付債務とする

方法）を採用しております。

2　退職給付債務に関する事項

平成25年3月31日現在

退職給付債務

退職給付引当金

175，637，828円

175，637，828円

3　退職給付費用に関する事項

（自）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日

30，037，926円

30，037，926円

4　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しておりますので、基礎事項等については記載しておりません。

Ⅳ　オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。



Ⅴ　金融商品に関する注記

1金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については短期的な預金並びに政府保証債等に限定し、設立団体からの長期借入

及び金融機関からの短期借入により資金を調達しております。

未収債権等に係る顧客の信用リスクは、毎月の滞留状況を考慮しリスク低減を図っております。

借入金等の使途は事業投資資金（長期）であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金

調達を行っております。

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、次のとおりであります。

貸借対照表計上額（※） 倬陋����h�｢�差額（※） 

（1）現金及び預金 （2）未収金 医業未収金 田Cx�3Ss��3ャr�3�(�3csx�33�"�647，578，887 390，690，507 （335，100，607） ���#��3s嶋�3#Sh�｢�

貸倒引当金 （3）長期借入金 ��3��3塔h�3��R�

390，690，507 （313，302，351） 

（4）移行前地方債償還債務 �����3�嶋�3�ヨ�3田��｢�（1，297，977，885） ����祷�3ャ��3�#H�｢�

（5）リース債務 ���3X�3#�(�3Cス�｢�（35，452，331） ���#3��3イh�｢�

（6）未払金 ����cH�3��h�3�度�｢�（164，806，197） 

（※）負債に計上されているものは、（）で示しております。

（注）金融商品の時価の算定方法

（1）現金及び預金、（2）未収金

これら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おります。

ただし、未収金に関しては貸倒引当金控除後の金額を計上しております。

（3）長期借入金、（4）移行前地方債償還債務

長期借入金の時価については、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おります。

（5）リース債務

リース債務の時価については、リース取引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

おります。

（6）未払金

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おります。

Ⅵ賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産に関しては重要性がないため記載を省略しております。

Ⅶ　重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものがないため記載を省略しております。

Ⅷ　重要な後発事象

該当ありません。
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財務諸表

（附属明細書）



1」召定督産の取得及び処分並びに減価償却費（「第85粂特定施設である償却資産の減価に係る会計処理lによ 並びに減損損失の弓

（単位一円）

資産の種類 刳厲�c高 �9hｯｩ�ﾘ��ｧ｢�当期減少額 弍ｩih�8ﾘ"�減価償却累計額 剏ｸ損損失累計額 剪�摘要 
当期償却額 ��当期損益内 �9hｯｩ��h､��

有形固定資産 （償却費損益内） 佶ｩZ�� ��12，078，195 �� 塔��3S#8�3鼎��68，533．543 �� ��注1 

構築物 ��29．392，440 �� ��6，614，795 �� ��72，662．054 ��

医療器械 ��85．399，492 �3h�3cc��3s��� �� �� �� �(ﾓ"�

その他器械備品 ��7，342，170 ���3�#(�3���� ��17，514，988 �� ��62，130，416 ��

車両 ��(�33���3鉄b� ��12，311，956 ����3鉄��3Ss��328，302 �� ��361．378 ��

計 �� 鉄��3Ss��3ssR� �� 田��3S38�3SC2� �� ��

非償却資産 �7�&�� 田��3c���3���� �� �� �� ��注3 

計 ��61．600．000 �� �� �� �� ��

土地 ��61，600．000 �� �� �� �� ��

建物 �� ��(�3�s��3�迭� ��88，523，940 田��3S38�3SC2� �� ��

構築物 ��29，392．440 �� ��6，614，795 �� ��72，662．054 ��

医療器械 ��85，399，492 �3h�3cc��3s��� �� �� �� ��

その他器械備品 ��7，342，170 ���3�#(�3���� ��17，514，988 �� ��62，130．416 ��

車両 ��(�33���3鉄b� ��12，311，956 ����3鉄��3Ss��328，302 �� ��361，378 ��

計 �� 鉄��3Ss��3ssR� �� 田��3S38�3SC2� �� ��

無形固定資産 �5ﾈ7H6x4X4x4�� ���3S���3�迭� �� 鼎��3SSx�33�b� �� �� 

水道利用権 �8�3��(�3C��� ��3，802，400 �8�3��(�3C���541，210 �� �� ��

電話加入権 �#��3���� ��29，000 �� �� ��29．000 ��

計 ��1，581，195 �� ��50，098，516 �� �� ��

投資その他の資産 �+xｯｩ�ﾙWHｾ��7，080，000 ��H�Cs���3����600，000 �#��3#c��3���� �� �� �#��3#c��3���� 

保証金 ��#��3���� ��120，000 �� �� ��120，000 ��

その他の投資 ����3���� ��10，000 �� �� ��10，000 ��

計 度�3#���3����14，780，000 田���3����21，390，000 �� �� ��21，390，000 ��

注1当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

血液浄化センター改修工事（46，200．000円）

看護師官舎15世帯（169．832．250円）

注2　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

CT装置管球（21．000，000円）

大動脈内バルーンポンプ装置一式（19，939，500円）

注3　当期増加額は次のとおりです。

看護師官舎用地（41，600，000円）

へリポート用地（20．000，000円）



（単位．円）

種類 弍ｨ���8ﾘ"�当期増加額 剴槙卲ｸ少額 刳坙鮪c高 �4Ywb�
当期購入・製造・振替 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�払出・振替 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

医薬品 祷�3�CH�3cSr� ��327，480，045 ���3�Cx�3SSb�14，991，697 ��

診療材料 塗�3イ��3ツ2�228，241，416 ��228，617，407 ��6，472，872 ��

計 ��X�3ン8�3S#�� ��556，097，452 ���3�Cx�3SSb�21，464，569 ��

＊当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄若しくは滅失した資産を計上しております。

3．有価証券の明細

該当ありません。

区分 弍ｨ���8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�弍ｩih�8ﾘ"�摘要 
回収額 傚霍�ｧ｢�

医学生修学資金貸与 滴�3����3����12，380，000 �� ��h�3Cc��3���� 

看護学生奨学金貸与 �8�3����3����2，400，000 ��600，000 滴�3����3���� 

計 度�3����3����14，780，000 ��600，000 �#��3#c��3���� 

＊当期減少額のうち償却額は、看護学生奨学金貸与規程第12条による返還免除額です。



（単位．円）

借入先 亢鞋)mｩ4��借入 年度 倆�?ﾉ?｢�借入額 凉越h���8�｢�償還 年数 ��ｹ'R�償還終期 弍ｨ���8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�期末残高 �4Ywb�

1 ��Y��ｾ(ﾗ2�係る借換債 買���H2【）．03．25 ��L260 途�0 買#x�C�8�C3��49，999．000 ��21．429．000 �#��CSs��3���� 

2 俚)�)]ｸ�2�病院事業 買#"�H23．03．25 都x�Cイ��3ツr�0．000 迭�0 買#��C�8�C#R�64，141．794 ��14．575．708 鼎��3Sch�3�ッ� 

3 俚)�)]ｸ�2�会議室 買#"�H23．03．25 ��0．000 ����0 買38�C�8�C#R�97，903．948 ���8．237．684 塔��ﾃcch�3#cR� 

4 偖ﾉJｨｾ(ﾗ2�医療機器 買#B�H24．05．31 都(�Cs���3����0．530 迭�1 買#��C�8�C3�� 都(�3s���C���� 都(�ﾃs���3���� 

5 ��医療機器 買#B�H24．05．30 都(�C����C����0．200 迭�1 買#��C�8�C#�� 都(�3����C���� 都(�3����3���� 

計 �� �� �� �� �� ��44．242．392 �� 

借入先 亢鞋)mｩ4��借入 牢度 倆�?ﾉ?｢�借入額 凉越h���8�｢�償還 年数 ��ｹ'R�償還終期 弍ｨ���8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�期末残高 �4Ywb�

l 俥�k��� 鉄c"�S62．07．24 ��4．600 �3��5 買#��C�8�C#R�46，655．192 ��8．502．166 �3��3�S8�3�#b� 

2 俥�k��ﾙ�j�霎��増改築事業 買�"�H13．03．26 鉄8�Cc���C����l，600 �3��5 買C8�C�8�D��42，611．894 ��1，935．684 鼎��3csh�3#��� 

3 ��ﾙk��ｬ云ｸ��ｾ��増改築事業 買�B�H14．05．30 ��2．100 �3��5 買CH�C�8�C3�� ��12．267．709 �� 

4 俥�k���増改築事業 買�B�H14．06．28 ��2，100 �3��5 買CH�C�8�C#R� ��35，026．852 �� 

計 �� �� �� �� �� ��57．732，411 �� 



（単位・円）

区分 弍ｨ���8ﾘ"�当期増加額 ��ﾈ��9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�弍ｩih�8ﾘ"�摘要 
目的使用 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

退職給付引当金 ��S��3#���3#���30，037，926 ��(�3c���33�b� ��sX�3c3x�3�#�� 

賞与引当金 鼎��3����3����47，000，000 鼎��3����3���� 鼎x�3����3���� 

貸倒引当金 ���3c�8�3C�2�1，986，805 ���3C#(�3ScB�270，849 ���3塔h�3��R�注1 

計 ��祷�3����3c#��79，024，731 鉄H�3�3��3ピ��270，849 �##H�3c#H�3c32� 

注1貸倒引当金の当期減少額のその他には、洗替えによる戻入額を記載しております。

区分 刳厲�c高 �9hｯｩ�ﾘ��ｧ｢�当期減少 弍ｩih�8ﾘ"�摘要 

資本金 俚)�)]ｸ�8���ｾ��1，387，575，716 �� ���33ベ�3SsX�3s�b� 

計 �� ��1，387，575，716 ��

資本剰余金 ���(hｯｩmｩUxｯｨｭHﾄｨ掠��xｾ��86，707，930 �3��3#c��3s3R� ��注1 

繍助金等 ��H�3�s��3���� ��14，070，000 ��

計 ��30，261，735 ��131，039，665 ��

損益外減損損失累計額 ��3c��3S38�3SC2� ��▲68，533，543 ��

差引計 �3(�3#CH�33ビ�30，261，735 ��62，506，122 ��

注1当期増加額は、地独会計基準　第90　日的積立金を取り崩す場合の会計処理によるものです。



9．稽立食等の明細及び日的積立金の取り崩しの明細

9－1積立金及び目的積立金の明細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分 弍ｨ���8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾒ�期末残高 �4Ywb�

前中期目標期間繰越積立金 �� �3��3#c��3s3R�758，039，015 �(ﾓ��

施設設備目的積立金 ��2，534，662 ��2，534，662 �(ﾓ"�

計 都ヨ�33���3sS��2，534，662 �3��3#c��3s3R�760，573，677 ��

注1当期減少額は、中期計画第7剰余金の使途に定めた病院建物の整備、修繕、医療機器等の購入等に充てた金額です。
（内容は、固定資産の取得に充てた長期借入金（移行前地方債僕達債務を含む。）を返済した金額です。）

注2当期増加額は、平成23年度の利益処分による積立金です。

9－2　日的積立金の取り崩しの明細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

前中期目標期間繰越積立金 長期借入金返済

㌫　10．運営曹個粗金債務及び運営費負担金収益の明糸

①運営費負担金債務

負担年度 弍ｨ���8ﾘ"� �9hｯｩ�Y�hｧ｢�刳坙鮪c高 �4Ywb�
運営費負担金収益 倬�gｸ�疫ﾘｾ��小計 

平成24年度 ��163，745，712 �� �� ��

合計 �� ��c8�3sCX�3s�"� �� ��

②運営費負担金収益　　　　　　（単位．円）



11地方公共団体等かちの財源措骨の明細

補助金の明細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分 �9hｯｨﾏ�WHｧ｢�左の会計処理内訳 劔�4Ywb�
建設仮勘定補助金等 倬�蝌ﾊ兢I^(�ｾ�9��資本剰余金 �+xｯｩv�.運(�ｾ�9��収益計上 

病院群輪番制補助金 �#��3�度�3���� �� ��21，097，000 ��

保育所施設運営助成金 �8�3#�h�C���� �� ��3，216，000 ��

長崎県地域医標再生 臨時特例基金事業補助金 ��H�3�C��3���� ����3イ��3���� ��3，200，000 ��

臨床研修費等補助金 �#cX�33s�� �� ��265，379 ��

合計 �3��3c���33s�� ����3イ��3���� ��27，778，379 ��

区分 兩��iH,ﾘｸｹu������Xｸｹu��
支給額 倡虻ｹ�ﾉ�B�支給額 倡虻ｹ�ﾉ�B�

役員 ����涛c��3����｢�人 （2） ������ﾈ�｢�人 
（－） 

職員 涛s��3S���3cCb�204 ��(�3c���33�b�11 

（142，754，965） ��鼎x�｢�（－） ���ｨ�｢�

合計 涛s��3S���3cCb�204 ��(�3c���33�b�11 

（143，714，965） ��鼎��｢�（－） ����ﾈ�｢�

＊支給額及び支給人数

非常勤役員及び臨時職員ついては、外数として（）内に記載しております。

また、支給人数について月平均支給人数で記載しております。

＊役員報酬及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人北松中央病院役員報酬規程」に基づき支給しております。

ただし、成員兼務役員の職員分については「地方独立行政法人北松中央病院職員給与規程」に基づき支給しており、職員給与の欄に含めて記載しております。

職員については、「地方独立行政法人北松中央病院職員給与規程」に基づき支給しております。

＊法定福利費

上記明細には法定福利費は含めておりません。



13．開示すべきセグメント情報

当猿人は単一セグメントにより事業を実施しているため、記載を省略しております。
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15．上菱以外の幸な資産　負債　管用及び収益の明細

（現金及び預金の内訳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位・円）

lこ
く＝〉



決算報告書



平成24年度

事業会計決算報告書

（自：平成24年　4月1日　　至：平成25年　3月31日）

【地方独立行政法人北松中央病院】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位．円）

区　分 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 冰ﾈ螽ｧｨ,����+x.��ﾘﾋ��備考 

収入 営業収益 �(�33���3CC��3����2，449，053，787 田x�3c�X�3sビ� 

医業収益 �(�3#���3鉄H�3����2，355，908，198 田8�3鉄H�3�唐�

入院診療収益 ���33���3�c��3����1，343，679，603 �3X�3S���3c�2�

外来診療収益 涛�X�3s�H�3����928，734，822 �#8�3�#��3�#"�る。 

その他医業収益 都��3����3����83，493，773 店�3C�8�3ss2�による。 

運営費負担金収益 田��3S���3����67，818，906 ��3sc��3�釘�

補助金等収益 �#��3��H�3����24，562，379 �8�3cC��33s��

資産見返補助金等戻入 ���764，304 都cH�33�B�

営業外収益 ��#(�3��H�3����121，037，082 ��3��3sch�3����

運営費負担金収益 涛h�3�3��3����95，926，806 ��3#�8�3�釘�

医業外収益 �#h�3csH�3����25，110，276 ��3��3Sc8�3s#B�

臨時収益 ���3����270，849 �#c��3イ��

計 �(�3S�H�3#S8�3����2，570，361，718 田h�3����3s���

支出 営業費用 �(�3Cs��33#��3����2，521，116，831 鼎��3sヨ�3�3�� 

．医業費用 �(�33S8�33SX�3����2，393，758，972 鼎��3C�8�3都"�

材料費 鉄ド�3都(�3����590，318，411 �8�33Ch�3C���

給与費 ���3#���3s���3����1，233，049，206 �#(�33C��3#�b�

委託費 鉄��33sH�3����55，841，529 ��3(�3S3(�3Cs��とによる。 

設備関係費 �33��33�x�3����349，316，993 ����3����3涛2�とによる。 よる。 

研究研修費 ��X�3����3����16，042，040 ��C(�3�C��

経費 ��C8�3��(�3����149，190，793 塗�3�ヨ�3s�2�

一般管理費 ��#X�3都8�3����127，357，859 ���33ォ�3ゴ��

営業外費用 �3(�3�c��3����31，978，611 ��3���33ヲ�

臨時費用 ���3��(�3����11，551，069 ����3SC��3�c��

計 �(�3S�(�33���3����2，564，646，511 鉄(�3#Sh�3S���

当期純利益 ��3��3�3x�3����5，715，207 ��8�3ゴ(�3#�r� 



監査報告書



監　査　報　告　書

地方独立行政法人　北松中央病院

理事長　　東　山　康　仁　様

私たち監事は、地方独立行政法人法第13条第4項及び第34条第2項の規定に基づき、

地方独立行政法人北松中央病院の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第8

期事業年度の業務及び会計について監査を行いました。その結果について、以下のとおり

報告いたします。

1．監事の監査の方法の概要

私たち監事は、四半期毎に理事会へ出席するほか、理事等から業務の報告を聴取し、重

要な文書を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、期末時には財務諸表及び

決算報告書につき検討を加えました。

理事長及び副理事長と法人間の利益相反取引に関しては、上記の監査方法のほか、必要

に応じて理事長及び副理事長から報告を求め、その有無を調査いたしました。

2．監査の結果

（1）貸借対照表及び損益計算書は、法令等に従い、法人の財政状態及び運営状況を正

しく示しているものと認めます。

（2）キャッシュ・フロー計算書は、法令等に従い、各活動区分に従って法人のキャッ

シュ・フローの状況を正しく示しているものと認めます。

（3）利益の処理に関する書類（案）は、法令等に適合し、かつ、法人財産の状況その

他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。

（4）行政サービス実施コスト計算書は、法令等に従い、業務運営に係るコストの状況

を発生原因ごとに正しく示しているものと認めます。

（5）附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められ

ません。

（6）決算報告書は、法令等に従い、予算の区分に従って決算の状況を正しく示してい

るものと認めます。

（7）理事の業務遂行に関しては、不正の行為または法令等に違反する重大な事実は認

められません。

なお、理事長及び副理事長と法人間の利益相反取引は認められません。

平成25年6月27日

地方独立行政法人　北松中央病院

監　事　　中　嶋　英　博　　㊥

監　事　　松　尾　真　也　　㊥


