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【地方独立行政法人下関市立市民病院】 (単位：円）

資産の部

Ⅰ 固定資産

1 有形固定資産

土地 919,760,000

建物 6,655,992,172

□建物減価償却累計額 ▲ 3,169,509,700 3,486,482,472

構築物 315,043,990

□構築物減価償却累計額 ▲ 143,408,203 171,635,787

器械備品 4,093,817,461

□器械備品減価償却累計額 ▲ 3,143,756,986 950,060,475

器械備品（リース） 44,218,958

□器械備品（リース）減価償却累計額 ▲ 44,218,954 4

車両 3,431,120

□車両減価償却累計額 ▲ 3,431,118 2

有形固定資産合計 5,527,938,740

2 無形固定資産

ソフトウエア 166,688

電話加入権 31,500

無形固定資産合計 198,188

3 投資その他の資産

長期貸付金 33,924,000

   貸倒引当金 ▲ 4,800,000 29,124,000

その他投資資産 587,000

投資その他の資産合計 29,711,000

固定資産合計 5,557,847,928

Ⅱ 流動資産

現金及び預金 1,537,180,031

医業未収金 1,441,209,151

　貸倒引当金 ▲ 8,805,000 1,432,404,151

未収入金 344,261,257

医薬品 46,902,133

診療材料 17,790,979

流動資産合計 3,378,538,551

資産合計 8,936,386,479

貸　借　対　照　表
（令和4年3月31日）

科 目 金 額
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【地方独立行政法人下関市立市民病院】 (単位：円）

負債の部

Ⅰ

資産見返負債

資産見返運営費交付金 30,418,269

資産見返補助金等 82,837,636

資産見返寄附金等 4,749,629

資産見返物品受贈額 132,538,031 250,543,565

長期借入金 2,283,485,224

移行前地方債償還債務 136,160,376

引当金

退職給付引当金 3,363,713,057

固定負債合計 6,033,902,222

Ⅱ

一年以内返済予定長期借入金 681,990,205

一年以内返済予定移行前地方債償還債務 16,589,600

未払金 801,423,662

未払費用 53,632,528

未払消費税等 2,995,500

預り金 64,590,571

引当金

賞与引当金 250,372,000

流動負債合計 1,871,594,066

負債合計 7,905,496,288

純資産の部

Ⅰ

設立団体出資金 711,529,840

資本金合計 711,529,840

Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金 507,103

資本剰余金合計 507,103

Ⅲ

前中期目標期間繰越積立金 199,630,845

建設改良積立金 267,574,059

当期未処理損失 148,351,656

(うち当期総損失) (148,351,656)

利益剰余金合計 318,853,248

純資産合計 1,030,890,191

負債純資産合計 8,936,386,479

固定負債

貸　借　対　照　表

科 目 金 額

（令和4年3月31日）

利益剰余金

資本金

流動負債
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【地方独立行政法人下関市立市民病院】 (単位：円）

営業収益
医業収益

入院収益 6,025,868,929
外来収益 2,468,113,866
その他医業収益 177,298,082 8,671,280,877

運営費負担金収益 766,098,310
運営費交付金収益 29,606,633
補助金等収益 678,079,825
資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入 3,500,000
資産見返補助金等戻入 17,160,220
資産見返寄附金等戻入 363,666
資産見返物品受贈額戻入 9,956,610 30,980,496

営業収益合計 10,176,046,141

営業費用
医業費用

給与費 5,091,075,216
材料費 2,511,654,618
経費 1,299,728,609
減価償却費 843,465,171
研究研修費 15,441,310 9,761,364,924

一般管理費
給与費 223,540,066
経費 11,050,603 234,590,669

控除対象外消費税等 373,099,924
営業費用合計 10,369,055,517

193,009,376

運営費負担金収益 4,346,930
運営費交付金収益 819,513
寄附金収益 1,000,000
財務収益

受取利息 18,279 18,279
患者外給食収益 24,960
その他営業外収益 52,916,508
営業外収益合計 59,126,190

営業外費用
財務費用

支払利息 8,063,769 8,063,769
患者外給食材料費 10,175
その他営業外費用 5,184,966
営業外費用合計 13,258,910

147,142,096

臨時利益
資産見返物品受贈額戻入 4
物品受贈益 118,438
臨時利益合計 118,442

臨時損失
固定資産除却損 11
その他臨時損失 1,327,991
臨時損失合計 1,328,002

148,351,656
148,351,656

経常損失

当期純損失
当期総損失

損　益　計　算　書

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

科 目 金 額

営業損失

営業外収益
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【地方独立行政法人下関市立市民病院】 （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 ▲ 2,493,387,728

人件費支出 ▲ 5,158,906,972

医業収入 8,742,098,007

運営費負担金･交付金収入 798,103,706

補助金等収入 723,669,125

その他 ▲ 1,649,910,867

小　計 961,665,271

利息の受取額 18,279

利息の支払額 ▲ 8,063,769

953,619,781

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 ▲ 320,269,866

貸付金等の回収による収入 5,500,000

貸付けによる支出 ▲ 7,810,000

▲ 322,579,866

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による収入 250,900,000

長期借入金等の返済による支出 ▲ 725,634,710

移行前地方債償還債務の償還による支出 ▲ 39,705,417

▲ 514,440,127

Ⅳ 資金増減額 116,599,788

Ⅴ 資金期首残高 1,420,580,243

Ⅵ 資金期末残高 1,537,180,031

キャッシュ・フロー計算書
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

業務活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー
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