
（単位：円　）
場所・物量等 使用目的等 金額

財産目録
令和2年3月31日現在

貸借対照表科目
保険未収金 1,761,426,160

社保 社会保険診療報酬支払基金 公益・収益事業に関するもの 407,225,819
国保 国民健康保険団体連合会 公益・収益事業に関するもの 375,918,547
後期高齢者 国民健康保険団体連合会 公益・収益事業に関するもの 839,264,274
労災 労災保険情報センター 公益事業に関するもの 3,578,720
公害 公害医療費 公益事業に関するもの 66,945
居宅介護 国民健康保険団体連合会 収益事業に関するもの 32,629,008
居宅指導 国民健康保険団体連合会 収益事業に関するもの 1,011,717
通所介護 国民健康保険団体連合会 収益事業に関するもの 19,994,998
通所リハ 国民健康保険団体連合会 収益事業に関するもの 16,074,507
訪問看護 国民健康保険団体連合会 収益事業に関するもの 37,393,912
訪問リハ 国民健康保険団体連合会 収益事業に関するもの 11,003,998
訪問介護 国民健康保険団体連合会 収益事業に関するもの 8,164,631
自立支援 国民健康保険団体連合会 収益事業に関するもの 2,672,740
交通事故・入院 損害保険各社 公益事業に関するもの 3,370,414
交通事故・外来 損害保険各社 公益事業に関するもの 3,055,930

負担未収金 101,323,166
入院窓口 入院患者窓口未収金 公益事業に関するもの 68,500,012
外来窓口 外来患者窓口未収金 公益・収益事業に関するもの 20,198,617
居宅介護 在宅患者窓口未収金 収益事業に関するもの 23,956
居宅指導 在宅患者窓口未収金 収益事業に関するもの 113,940
通所介護 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 2,794,165
通所リハ 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 2,823,195
訪問看護 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 4,352,869
訪問リハ 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 1,249,210
訪問介護 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 1,248,328
自立支援 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 13,374
その他 その他 公益・収益事業に関するもの 5,500

未請求未収金 基金・国保連未請求 公益・収益事業に関するもの 29,142,756
保健予防活動未収金 行政・企業等への請求分 公益事業に関するもの 32,013,565
その他事業未収金 自治体への請求分 公益・収益事業に関するもの 10,742,263
未収金 保険以外の未収金 公益・収益事業に関するもの 104,476,316
医薬品 事業所保管 公益事業に関するもの 41,402,501
その他棚卸資産 事業所保管 公益事業に関するもの 20,279,279
前払費用 火災保険料等 公益・収益事業に関するもの 9,039,397
仮払金 研修費用等 公益・収益事業に関するもの 13,492,475
貸倒引当金 事業未収金の回収等に備えて 公益・収益事業に関するもの △ 15,101,123

3,023,395,497
2　固定資産

建物 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 134,398,484
建物附属設備 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 3,051,159
医療用器械備品 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 23,148,467

特定資産合計 160,598,110
（２）　その他固定資産

[有形固定資産]
土地 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 1,681,015,334
建物 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 2,857,877,710
建物附属設備 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 526,043,314
構築物 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 10,291,581
医療用器械備品 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 237,256,447
その他有形固定資産 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 49,164,564
有形固定資産合計 5,361,648,950

流動資産合計

（１）　特定資産



（単位：円　）
場所・物量等 使用目的等 金額

財産目録
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貸借対照表科目
[無形固定資産]
借地権 甲府共立病院土地 公益事業に関するもの 99,000,000
ソフトウエア 別紙明細 公益事業に関するもの 124,876,335
その他無形固定資産 別紙明細 公益事業に関するもの 262,618
無形固定資産合計 224,138,953
[その他の資産]
関係団体等出資金 甲府信用金庫等 公益事業に関するもの 9,197,000
長期貸付金 奨学金等 公益・収益事業に関するもの 223,968,762
長期前払費用 火災保険料等 公益・収益事業に関するもの 11,471,273
敷金・保証金 医師住宅等 公益事業に関するもの 3,312,000
繰延消費税 事務協管理 公益事業に関するもの 0
貸倒引当金 事務局管理 公益事業に関するもの △ 1,746,956
その他の資産合計 246,202,079

その他固定資産合計 5,831,989,982
固定資産合計 5,992,588,092

資産合計 9,015,983,589
Ⅱ　負債の部

１　流動負債
買掛金 医薬品会社等 公益・収益事業に関するもの 406,725,207
未払金 事務用品等 公益・収益事業に関するもの 310,881,923
未払法人税 事務局管理 公益・収益事業に関するもの 321,000
未払消費税 公益・収益事業に関するもの 10,887,600
預り金 法定三法等 公益・収益事業に関するもの 79,573,195
短期借入金 272,001,000

甲府信用金庫 本店営業部 運転資金 30,000,000
みずほ銀行 甲府支店 運転資金 100,001,000
山梨中央銀行 甲府駅前支店 運転資金 90,000,000
商工中央金庫 甲府支店 運転資金 52,000,000

長期借入１年以内償還 285,714,224
甲府信用金庫 本店営業部 設備投資に関するもの 109,572,000
みずほ銀行 甲府支店 設備投資に関するもの 24,660,000
福祉医療機構（WAM） 設備投資に関するもの 0
山梨中央銀行 甲府駅前支店 設備投資に関するもの 70,420,000
商工中央金庫 甲府支店 設備投資に関するもの 58,840,000
山梨医療福祉事業協同組合 設備投資に関するもの 22,222,224

特定協力借入金１年以内償還 友の会会員・職員 設備投資に関するもの 511,375,198

賞与引当金 職員に対するもの 公益・収益事業に関するもの 259,755,968
仮受金 公益・収益事業に関するもの 37,901,726
未払費用 水道光熱費・法定福利費等 公益・収益事業に関するもの 167,932,823
前受収益 高齢者住宅家賃等 収益事業に関するもの 11,793,607

流動負債合計 2,354,863,471
２　固定負債

金融機関借入金 1,043,785,104
甲府信用金庫 本店営業部 設備投資に関するもの 564,886,000
みずほ銀行 甲府支店 設備投資に関するもの 103,456,000
福祉医療機構（WAM） 設備投資に関するもの 0
山梨中央銀行 甲府駅前支店 設備投資に関するもの 188,837,000
商工中央金庫 甲府支店 設備投資に関するもの 75,495,000
山梨医療福祉事業協同組合 設備投資に関するもの 111,111,104

特定協力借入金 友の会会員・職員 公益事業に関するもの 1,554,945,845
退職給付引当金 職員に対するもの 公益・収益事業に関するもの 2,435,960,482

 その他固定負債 職員に対するもの 公益事業に関するもの 3,905,400
地域協同基金 友の会会員・職員 公益事業に関するもの 106,830,150

固定負債合計 5,145,426,981
負債合計 7,500,290,452
正味財産 1,515,693,137


