
（単位：円　）
場所・物量等 使用目的等 金額

現金預金 運転資金として 2,415,655,029

現金 7,143,510
普通預金 2,178,233,536

甲府信用金庫 本店営業部 運転資金として 1,908,650,993
本店営業部 運転資金として 1,440,000
本店営業部 運転資金として 46,758,849
本店営業部 運転資金として 8,796,562
本店営業部 運転資金として 24,760,365
本店営業部 運転資金として 6,198,759
本店営業部 運転資金として 27,935,450
本店営業部 運転資金として 10,000
櫛形支店 運転資金として 1,147,447
白根支店 運転資金として 45,282,858
白根支店 運転資金として 919,604
白根支店 運転資金として 1,217,518
白根支店 運転資金として 143,904
竜王支店 運転資金として 3,090,043
竜王支店 運転資金として 376,875

みずほ銀行 甲府支店 運転資金として 57,101,314
甲府支店 運転資金として 250,000

山梨中央銀行 甲府駅前支店 運転資金として 20,913,627
甲府駅前支店 運転資金として 738,304
甲府駅前支店 運転資金として 1,451,020
甲府駅前支店 運転資金として 1,172,950
甲府駅前支店 運転資金として 650,000
甲府駅前支店 運転資金として 309,050
甲府駅前支店 運転資金として 100,000

山梨県民信用組合 西支店 運転資金として 67,791
西支店 運転資金として 12,946
武川支店 運転資金として 3,721,129
武川支店 運転資金として 201,860
武川支店 運転資金として 65,278
御坂支店 運転資金として 443,133
御坂支店 運転資金として 4,864,863
御坂支店 運転資金として 626,408

山梨信用金庫 石和南支店 運転資金として 1,700,208
石和南支店 運転資金として 923,331

商工中金 甲府支店 運転資金として 434,659

ゆうちょ銀行　 甲府駅前郵便局 運転資金として 5,633,200
ゆうちょ銀行　 甲府駅前郵便局 運転資金として 123,238
ゆうちょ銀行　 飯田支店 運転資金として 0

定期預金 230,277,983
甲府信用金庫 本店 運転資金として 100,185,323

本店 運転資金として 50,092,660
山梨中央銀行　 甲府駅前支店 運転資金として 50,000,000
商工中金 甲府支店 運転資金として 30,000,000

財産目録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目
Ⅰ　資産の部

1　流動資産



（単位：円　）
場所・物量等 使用目的等 金額

財産目録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目
保険未収金 1,659,159,778

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 389,657,331
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 322,456,774
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 838,349,785
労災 労災保険情報センター 公益事業に関するもの 3,091,024
公害 公害医療費 公益事業に関するもの 58,205
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 27,204,236
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 973,869
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 11,293,590
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 18,977,513
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 28,367,919
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 11,120,592
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 0
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 0
交通事故・入院 損害保険各社 公益事業に関するもの 2,862,060
交通事故・外来 損害保険各社 公益事業に関するもの 4,746,880

負担未収金 77,108,194
入院窓口 入院患者窓口未収金 公益事業に関するもの 51,363,683
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 16,672,357
居宅介護 在宅患者窓口未収金 収益事業に関するもの 20,911
居宅指導 在宅患者窓口未収金 収益事業に関するもの 90,038
通所介護 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 1,069,626
通所リハ 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 3,163,470
訪問看護 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 3,370,930
訪問リハ 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 1,353,187
訪問介護 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 0
自立支援 介護保険利用者未収金 収益事業に関するもの 3,992
その他 その他 公益・収益事業に関するもの 0

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 26,522,948
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 33,132,222
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 9,501,703
未収金 保険以外の未収金 公益・収益事業に関するもの 381,287,477
医薬品 事業所保管 公益事業に関するもの 33,843,671
その他棚卸資産 事業所保管 公益事業に関するもの 36,154,983
前払費用 火災保険料等 公益・収益事業に関するもの 7,687,860
仮払金 研修費用等 公益・収益事業に関するもの 17,968,214
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 △ 13,518,186

4,684,503,893
2　固定資産

建物 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 125,947,145
建物附属設備 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 2,733,950
医療用器械備品 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 33,468,460
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 4,090,937

特定資産合計 166,240,492
（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 2,693,973,872
建物附属設備 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 517,733,378
構築物 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 15,839,548
医療用器械備品 別紙明細 公益・収益事業に関するもの 292,644,307
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 70,318,793
建設仮勘定 事務局管理 公益事業に関するもの 2,145,000
有形固定資産合計 5,273,670,232
[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 100,135,611
その他無形固定資産 別紙明細 公益事業に関するもの 192,615
無形固定資産合計 199,328,226

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
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目
[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 207,822,997
長期前払費用 火災保険料等 公益・収益事業に関するもの 8,430,445
敷金・保証金 医師住宅等 公益事業に関するもの 2,889,000
貸倒引当金 事務局管理 公益事業に関するもの △ 1,558,672
その他の資産合計 226,780,770

その他固定資産合計 5,699,779,228
固定資産合計 5,866,019,720

資産合計 10,550,523,613
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 405,254,735
未払金 事務用品等 公益・収益事業に関するもの 320,363,329
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 事務局管理 公益・収益事業に関するもの 7,413,300
預り金 法定三法等 公益・収益事業に関するもの 75,573,618
短期借入金 330,000,000

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 0
山梨中央銀行 甲府駅前支店 運転資金 300,000,000
商工中央金庫 甲府支店 運転資金 0

長期借入１年以内償還 253,434,224
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 51,840,000
商工中央金庫 甲府支店 設備投資に関するもの 31,940,000
山梨医療福祉事業協同組合 設備投資に関するもの 35,422,224

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 462,074,865

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 289,958,356
仮受金 公益・収益事業に関するもの 29,952,940
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 157,768,892
前受収益 高齢者住宅家賃等 収益事業に関するもの 7,520,000

流動負債合計 2,339,635,259
２　固定負債

長期借入金 2,111,150,880
甲府信用金庫 本店営業部 設備投資に関するもの 455,314,000
みずほ銀行 甲府支店 設備投資に関するもの 78,796,000
福祉医療機構（WAM） 設備投資に関するもの 1,268,000,000
山梨中央銀行 甲府駅前支店 設備投資に関するもの 136,997,000
商工中央金庫 甲府支店 設備投資に関するもの 43,555,000
山梨医療福祉事業協同組合 設備投資に関するもの 128,488,880

特定協力借入金 友の会会員・職員 公益事業に関するもの 1,638,562,434
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 2,358,429,088

 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 1,515,000
地域協同基金 友の会会員・職員 公益事業に関するもの 126,580,550

固定負債合計 6,236,237,952
負債合計 8,575,873,211
正味財産 1,974,650,402


