
６月市議会定例会提出

平成２９年度

東近江市病院事業会計補正予算（第１号）

（議案第４２号）

滋賀県東近江市



議案第４２号

第１条　平成２９年度東近江市病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

  ころによる。

  （業務の予定量の補正）

第２条  平成２９年度東近江市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に

  定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

  医療業務

    ハ　病院用地不動産鑑定委託　３６３千円

　　　（ 科  　　目 ）　　　（既決予定額）　（補正予定額）　（　　計　　）

　支     出

　　第１款　資本的支出　　２８９，６３６千円　３６３千円　２８９，９９９千円

　　　第１項　建設改良費　１２０，１１３千円　３６３千円　１２０，４７６千円

　　平成２９年６月２日　提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　東近江市長　　小　椋　正　清

　（総則）

第３条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１

　１６，２２３千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１１６，５

　８６千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

　(2) 建設改良計画

平成２９年度東近江市病院事業会計補正予算（第１号）

　（資本的支出の補正）
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支   出 (単位:千円)

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備考

1 資本的支出 289,636 363 289,999

1 建設改良費 120,113 363 120,476

2 有形固定資
産購入費

0 363 363

資本的支出

平成２９年度東近江市病院事業会計補正予算（第１号）実施計画
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（単位：円）

業務活動によるキャッシュ・フロー

0

78,215,000

△ 4,449,080

259,000

△ 6,887,000

△ 10,000

51,398,000

3,000,000

△ 1,496,890

2,027,600

0

122,056,630

10,000

△ 51,398,000

70,668,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 111,551,000

△ 111,551,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

111,400,000

△ 169,522,225

62,013,000

3,890,775

資金減少額 36,991,595

資金期首残高 250,669,583

資金期末残高 213,677,988

企業債の償還による支出

出資金の受入れによる収入

財務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

投資活動によるキャッシュ・フロー

企業債の受入れによる収入

預り金の増減額

小計

受取利息及び配当金

支払利息及び企業債取扱諸費

業務活動によるキャッシュ・フロー

支払利息及び企業債取扱諸費

有形固定資産除却損

未収金の増減額

未払金の増減額

貸倒引当金の増減額

長期前受金戻入額

受取利息及び配当金

平成２９年度東近江市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

当年度純利益

減価償却費

長期前払消費税の増減額
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（単位：円）

１　固定資産

　(1)  有形固定資産 　

　　イ    土地　 269,034,442

　　ロ    建物 2,198,646,064

　　　 減価償却累計額 809,927,695 1,388,718,369

　　ハ    構築物 910,387,378

　　　 減価償却累計額 786,689,994 123,697,384

　　ニ    器械備品 714,468,169

　　　 減価償却累計額 588,517,399 125,950,770

　　ホ    車両 6,709,505

　　　 減価償却累計額 6,124,886 584,619

　　へ    建設仮勘定 8,336,000

　　　 有形固定資産合計 1,916,321,584

　(2)  無形固定資産

　　イ    施設利用権　 3,294,900

　　 　無形固定資産合計 3,294,900

　(3)  投資その他の資産

　　イ    長期前払消費税 12,563,049

　　　 投資その他の資産合計 12,563,049

　　　 固定資産合計 1,932,179,533

２　流動資産

  (1)  現預金 213,677,988

  (2)  未収金 8,157,270

  (3)  未収金貸倒引当金 △ 391,850

　　　 流動資産合計 221,443,408

　　　 資産合計 2,153,622,941

平成２９年度東近江市病院事業予定貸借対照表

（平成３０年３月３１日）

資　　　産　　　の　　　部
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３　固定負債

  (1)  企業債 1,022,217,731

　(2)  引当金

　　イ    修繕引当金 4,859,335 4,859,335

　　　 固定負債合計 1,027,077,066

４　流動負債

  (1)  企業債 162,963,768

  (2)  未払金 5,118,000

  (3)  その他流動負債 0

　　　 流動負債合計 168,081,768

５　繰延収益

  (1)  長期前受金 416,125,952

  (2)  長期前受金収益化累計額 △ 242,010,171

　　　 繰延収益合計 174,115,781

　　　 負債合計 1,369,274,615

６  資本金

　(1)  資本金 966,327,092

　　　 資本金合計 966,327,092

７　剰余金

  (1)  資本剰余金

　  イ    寄附金 6,000,000

　　　 資本剰余金合計 6,000,000

  (2)  利益剰余金

　　イ    当年度未処理欠損金 187,978,766

　　　 利益剰余金合計 △ 187,978,766

　　　 剰余金合計 △ 181,978,766

　　　 資本合計 784,348,326

　　　 負債資本合計 2,153,622,941

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部
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支　 出 (単位：千円)

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

1 資本的支出 289,636 363 289,999

1 建設改良費 120,113 363 120,476

2 有形固定資
産購入費

0 363 363

委 託 料 0 363 363
病院用地不
動産鑑定

平成２９年度東近江市病院事業会計補正予算（第１号）説明書

資本的支出明細書
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