
大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
入院診療収益 入院診療収益 入院患者の診療、療養に係る収益

室料差額収益（診療） 室料差額収益（診療） 保険外併用療養費の対象となる特別の療養環境の提供に係る収益

外来診療収益 外来患者の診療、療養に係る収益

訪問看護収益（医療保険） 訪問看護に係る収益（医療保険）

訪問看護収益（介護保険） 訪問看護に係る収益（介護保険）

訪問看護収益（自費） 訪問看護に係る収益（自費）

保健予防活動収益 保健予防活動収益 各種の健康診断、人間ドック、予防接種、妊産婦保健指導等保健予防活動
に係る収益（自動車事故による後遺障害等級認定診断、身体障害等級認定
診断、年金恩給診断、海外移住者渡航診断等の治療行為以外の診断を含
む。なお、診断等に伴う診断書料は文書料で整理する）

受託検査施設利用収益 他の医療機関から検査の委託を受けた場合の検査収益及び医療器機を他
の医療機関の利用に供した場合の収益

文書料 文書料

その他 上記に属さない医業収益

保険等査定減（△） 保険等査定減（△） 社会保険診療報酬支払基金などの審査機関による審査減額

医療技術開発等研究収益 国及びそれに準ずる機関以外の者から委託を受けて行う研究経費にかかる
収益

その他（研究） 特許権使用許諾収益など上記に属さない研究収益（国及びそれに準ずる機
関から委託を受けて行う研究経費にかかる収益も含む。）

運営費交付金収益 負債に計上した診療業務に係る運営費交付金債務を診療業務費用に充て
た場合に収益化する勘定

資産見返運営費交付金戻入 運営費交付金により取得した診療業務に係る固定資産の減価償却相当額
を資産見返運営費交付金から振り替えて収益化する勘定

補助金等収益 負債に計上した診療業務に係る預り補助金について補助金の交付決定通
知書記載の業務の実施に応じて収益として整理する勘定

資産見返補助金等戻入 補助金により取得した診療業務に係る固定資産の減価償却相当額を資産
見返補助金等から振り替えて収益化する勘定

寄附金収益（負債振替） 負債に計上した（使途の定めがある）診療業務に係る預り寄附金について使
途に従って診療業務費用が発生した時点に収益として整理する勘定

寄附金収益（直接計上） 預り寄附金として整理されない寄附金（使途の定めがないもの）を診療業務
に関連して受領した場合に直接収益化する勘定

資産見返寄附金戻入 寄附金により取得した診療業務に係る固定資産の減価償却相当額を資産
見返寄附金から振り替えて収益化する勘定

資産見返物品受贈
額戻入

資産見返物品受贈額戻入 資産見返物品受贈額戻入 国から譲与された固定資産のうち診療業務に係る償却資産について、毎事
業年度の減価償却相当額を収益化整理する勘定

施設費収益 施設費収益 施設費収益 負債に計上した診療業務に係る預り施設費について資本剰余金に振り替え
られなかった部分を収益化整理する勘定

その他診療業務収 その他診療業務収益 その他診療業務収益 上記に属さない診療業務収益

介護保健施設介護料収益 介護保健施設介護料収益 介護保険施設サービス（入所）に係る収益

在宅サービス介護報酬収益 在宅サービスに係る収益（保険請求分）

在宅サービス負担金収益 在宅サービスに係る収益（利用者負担分）

介護予防在宅サービス介護
報酬収益

介護予防在宅サービスに係る収益（保険請求分）

介護予防在宅サービス負担
金収益

介護予防在宅サービスに係る収益（利用者負担分）

居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援に係る収益

室料差額収益（介護） 室料差額収益（介護） 保険外併用療養費の対象となる特別の療養環境の提供に係る収益

介護保健施設入所者利用料
収益

入所利用者に係る利用料収益

在宅サービス利用料収益 在宅サービス利用者に係る利用料収益

介護予防在宅サービス利用
料収益

介護予防在宅サービス利用者に係る利用料収益

食事利用料収益 入所者又は利用者が支払う食費収益

介護予防食事利用料収益 介護予防サービス利用者が支払う食費収益

居住費等収益 入所者又は利用者が支払う居住費、滞在費及び住居費

その他介護利用料収益 上記のいずれの利用料

受託施設利用収益 受託施設利用収益 市町村等から事業を受託し、施設を利用に供した場合の収益

その他介護収益 その他介護収益 上記に属さない介護収益

介護報酬査定減（△） 介護報酬査定減（△） 国保連等の審査機関による審査減額

運営費交付金収益 負債に計上した介護業務に係る運営費交付金債務を介護業務費用に充て
た場合に収益化する勘定

資産見返運営費交付金戻入 運営費交付金により取得した介護業務に係る固定資産の減価償却相当額
を資産見返運営費交付金から振り替えて収益化する勘定

補助金等収益 負債に計上した介護業務に係る預り補助金について補助金の交付決定通
知書記載の業務の実施に応じて収益として整理する勘定

資産見返補助金等戻入 補助金により取得した介護業務に係る固定資産の減価償却費相当額を資
産見返補助金等から振り替えて収益化する勘定

寄附金収益（負債振替） 負債に計上した（使途の定めがある）介護業務に係る預り寄附金について使
途に従って介護業務費用が発生した時点に収益として整理する勘定

寄附金収益（直接計上） 預り寄附金として整理されない寄附金（使途の定めがないもの）を介護業務
に関連して受領した場合に直接収益化する勘定

資産見返寄附金戻入 寄附金により取得した介護業務に係る固定資産の減価償却相当額を資産
見返寄附金から振り替えて収益化する勘定

資産見返物品受贈
額戻入

資産見返物品受贈額戻入 資産見返物品受贈額戻入 国から譲与された固定資産のうち介護業務に係る償却資産について、毎事
業年度の減価償却相当額を収益化整理する勘定

施設費収益 施設費収益 施設費収益 負債に計上した介護業務に係る預り施設費について資本剰余金に振り替え
られなかった部分を収益化整理する勘定

健康増進ホーム利用料収入 健康増進ホーム利用者に係る利用料収入

地域包括支援センター委託
料収益

地域包括支援センターの介護認定調査等の委託料収益、権利擁護事業等
に係る収益

在宅介護支援センター委託
料収益

在宅介護支援センターの介護認定調査等の委託料収益、権利擁護事業等
に係る収益

その他介護業務収益 上記に属さない介護業務収益

入学金 看護師等養成所の入学料にかかる収益

検定料 看護師等養成所の入学検定料にかかる収益

授業料 看護師等養成所の授業料にかかる収益

生徒宿舎料 看護師等養成所の生徒寄宿舎使用料収益

その他（教育） 上記の細目に属さない看護師等養成所収益

経常収益 診療業務収益 医業収益

外来診療収益

その他医業収益

研究収益 研究収益

運営費交付金収益 運営費交付金収益

補助金収益 補助金等収益

寄附金収益 寄附金収益

介護業務収益 介護収益
在宅サービス介護料収益

介護予防在宅サービス介護
料収益

利用者等利用料収益

運営費交付金収益 運営費交付金収益

補助金等収益 補助金等収益

寄附金収益 寄附金収益

その他介護業務収
益

その他介護業務収益

教育業務収益 看護師等養成所収
益

看護師等養成所収益

別表〔第７条関係〕



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
研修収益 研修収益 受託研修収益 医療機関、各医療従事者養成学校以外からの研修や実習受入に係る収入

運営費交付金収益 負債に計上した教育業務に係る運営費交付金債務を教育業務費に充てた
場合に収益化する勘定

資産見返運営費交付金戻入 運営費交付金により取得した教育業務に係る固定資産の減価償却相当額
を資産見返運営費交付金から振り替えて収益化する勘定

補助金等収益 負債に計上した教育業務に係る預り補助金について補助金の交付決定通
知書記載の業務の実施に応じて収益として整理する勘定

資産見返補助金等戻入 補助金により取得した教育業務に係る固定資産の減価償却相当額を資産
見返補助金等から振り替えて収益化する勘定

寄附金収益（負債振替） 負債に計上した（使途の定めがある）教育業務に係る預り寄附金について使
途に従って教育業務費が発生した時点に収益として整理する勘定

寄附金収益（直接計上） 預り寄附金として整理されない寄附金（使途の定めがないもの）を教育業務
に関連して受領した場合に直接収益化する勘定

資産見返寄附金戻入 寄附金により取得した教育業務に係る固定資産の減価償却相当額を資産
見返寄附金から振り替えて収益化する勘定

資産見返物品受贈
額戻入

資産見返物品受贈額戻入 資産見返物品受贈額戻入 国から譲与された固定資産のうち教育業務に係る償却資産について、毎事
業年度の減価償却相当額を収益化整理する勘定

施設費収益 施設費収益 施設費収益 負債に計上した教育業務に係る預り施設費について資本剰余金に振り替え
られなかった部分を収益化整理する勘定

その他教育業務収
益

その他教育業務収益 その他教育業務収益 上記に属さない教育業務収益

受取利息 預貯金および貸付金から生じる受取利息

内部受取利息 本部施設間の金融取引から生じる内部金利の受取額

有価証券利息 有価証券から生じる受取利息

有価証券売却益 有価証券を売却した場合の売却益

土地建物等貸付料
収入

土地建物等貸付料収入 土地建物等貸付料収入 病院の土地建物等を使用させた場合の使用料収益および貸し付けた場合
の貸付料収益

診療業務 診療業務に従事する役職員からの宿舎使用料収益

介護業務 介護業務に従事する役職員からの宿舎使用料収益

教育業務 教育業務に従事する役職員からの宿舎使用料収益

共通 上記に属さない役職員からの宿舎使用料収益

運営費交付金収益 負債に計上した共通業務に係る運営費交付金債務を一般管理費に充てた
場合に収益化する勘定

資産見返運営費交付金戻入 運営費交付金により取得した共通業務に係る固定資産の減価償却相当額
を資産見返運営費交付金から振り替えて収益化する勘定

補助金等収益 負債に計上した共通業務に係る預り補助金について補助金の交付決定通
知書記載の業務の実施に応じて収益として整理する勘定

資産見返補助金等戻入 補助金により取得した共通業務に係る固定資産の減価償却相当額を資産
見返補助金等から振り替えて収益化する勘定

寄附金収益（負債振替） 負債に計上した（使途の定めがある）共通業務に係る預り寄附金について使
途に従って共通業務費が発生した時点に収益として整理する勘定

寄附金収益（直接計上） 預り寄附金として整理されない寄附金（使途の定めがないもの）を共通業務
に関連して受領した場合に直接収益化する勘定

資産見返寄附金戻入 寄附金により取得した共通業務に係る固定資産の減価償却相当額を資産
見返寄附金から振り替えて収益化する勘定

資産見返物品受贈
額戻入

資産見返物品受贈額戻入 資産見返物品受贈額戻入 国から譲与された固定資産のうち共通業務に係る償却資産について、毎事
業年度の減価償却相当額を収益化整理する勘定

施設費収益 施設費収益 施設費収益 負債に計上した共通業務に係る預り施設費について資本剰余金に振り替え
られなかった部分を収益化整理する勘定

施設経費受入額 施設経費受入額 施設経費受入額 本部が施設経費を負担した場合に、施設にて用いる勘定

本部経費受入額 本部経費受入額 本部経費受入額 施設が本部経費を負担した場合に、本部にて用いる勘定

受取手数料 機構が収受する各種の受取手数料

患者外給食収益 患者以外に提供した食事に対する収益

その他 上記に属さないその他経常収益

給　料 職員に対する給料・手当

臨時職員給与 臨時に招聘する医師等に係る給与

賞　与 賞　与 職員に対する賞与

賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金の繰入

退職給付引当金繰入額 退職給付引当金の繰入

その他退職給付費用 上記に属さない退職給付関連費用

児童手当 児童手当に係る事業主の拠出金

社会保険料 法令に基づく事業主負担額

その他法定福利費 上記に属さない法令に基づく関連費用

医薬品費 医薬品費 (１)投薬用薬品の費消額
(２)注射用薬品(血液、プラズマを含む)の費消額
(３)外用薬、検査用試薬、造影剤など前記の項目に属さない薬品の費消額

診療材料費 診療材料費 カテーテル、縫合糸、酸素、ギプス粉、レントゲンフィルム、歯科用材料、包
帯、ガーゼ、氷、ディスポ注射器など１回ごとに消費する診療材料の費消額

給食用材料費 給食用材料費 患者給食のために使用した食品、調味料等の費消額

医療消耗器具備品費 医療消耗器具備品費 診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具及び放射性同位元素の
うち、固定資産の計上基準額に満たないもの、または１年内に取替更新され
るもの

検査委託費 検査委託費 外部に委託した検査業務の対価としての費用（集中検体搬送費用を含む）
※ブランチラボ等で材料費と人件費部分が請求書等で区分できる場合は、
材料費相当額は除外すること。

給食委託費 給食委託費 外部に委託した給食業務の対価としての費用
※給食業務委託契約で材料費と人件費部分が請求書等で区分できる場合
は、材料費相当額は除外すること。

寝具委託費 寝具委託費 外部に委託した寝具整備業務の対価としての費用

医事委託費 医事委託費 外部に委託した医事業務の対価としての費用

清掃委託費 清掃委託費 外部に委託した清掃業務の対価としての費用

保守委託費 保守委託費 外部に委託した施設設備に係る保守業務の対価としての費用（ただし、器機
保守料に該当するものを除く）

洗濯委託費 洗濯業務にかかる委託費

廃棄物処理委託費 廃棄物の処理委託費

その他の委託費 上記に属さない外部委託費

診）減価償却費（建物・取得） 建物の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（建物・債務） 建物の資産除去債務に対する減価償却費

運営費交付金収益 運営費交付金収益

補助金等収益 補助金等収益

寄附金収益 寄附金収益

その他経常収益 財務収益 受取利息

宿舎貸付料収入 宿舎貸付料収入

運営費交付金収益 運営費交付金収益

補助金等収益 補助金等収益

寄附金収益 寄附金収益

その他経常収益 その他経常収益

経常費用 診療業務費 給与費 給　料

退職給付費用

法定福利費

材料費

委託費

その他の委託費

設備関係費 減価償却費



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
診）減価償却費（建物・利息） 建物の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

診）減価償却費（建物附設・
取得）

建物附属設備の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（建物附設・
債務）

建物附属設備の資産除去債務に対する減価償却費

診）減価償却費（建物附設・
利息）

建物附属設備の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

診）減価償却費（構築物・取
得）

構築物の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（構築物・債
務）

構築物の資産除去債務に対する減価償却費

診）減価償却費（構築物・利
息）

構築物の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

診）減価償却費（構築物リ・取
得）

構築物（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（構築物リ・債
務）

構築物（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

診）減価償却費（構築物リ・利
息）

構築物（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

診）減価償却費（医器機備・
取得）

医療用器械備品の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（医器機備・
債務）

医療用器械備品の資産除去債務に対する減価償却費

診）減価償却費（医器機備・
利息）

医療用器械備品の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

診）減価償却費（医器機備リ・
取得）

医療用器械備品（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（医器機備リ・
債務）

医療用器械備品（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

診）減価償却費（医器機備リ・
利息）

医療用器械備品（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利
息費用

診）減価償却費（他器機備・
取得）

その他器械備品の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（他器機備・
債務）

その他器械備品の資産除去債務に対する減価償却費

診）減価償却費（他器機備・
利息）

その他器械備品の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

診）減価償却費（他器機備リ・
取得）

その他器械備品（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（他器機備リ・
債務）

その他器械備品（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

診）減価償却費（他器機備リ・
利息）

その他器械備品（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利
息費用

診）減価償却費（車両・取得） 車両の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（車両・債務） 車両の資産除去債務に対する減価償却費

診）減価償却費（車両・利息） 車両の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

診）減価償却費（車両リ・取
得）

車両（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（車両リ・債
務）

車両（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

診）減価償却費（車両リ・利
息）

車両（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

診）減価償却費（放同元素・
取得）

放射性同位元素の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（放同元素・
債務）

放射性同位元素の資産除去債務に対する減価償却費

診）減価償却費（放同元素・
利息）

放射性同位元素の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

診）減価償却費（他有固資・
取得）

その他有形固定資産の取得価額に対する減価償却費

診）減価償却費（他有固資・
債務）

その他有形固定資産の資産除去債務に対する減価償却費

診）減価償却費（他有固資・
利息）

その他有形固定資産の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

診）減価償却費（無形固資） 無形固定資産の減価償却費

診）減価償却費（無形固資リ） 無形固定資産（リース資産）の減価償却費

診)債務履行差額(建物)
診)債務履行差額(建物附設)
診)債務履行差額(構築物)
診)債務履行差額(構築物リ)
診)債務履行差額(医器械備)
診)債務履行差額(医器械備
診)債務履行差額(他器械備)
診)債務履行差額(他器械備
診)債務履行差額(車両)
診)債務履行差額(車両リ)
診)債務履行差額(放同元素)
診)債務履行差額(他有固資)

修繕費 修繕費 資産等に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要した通常の修繕
のための費用（固定資産の耐用年数の延長又は当該資産の能率、能力な
どを高めるような改良に要する費用は資本的支出として当該固定資産勘定
に含める）

病院情報システム賃借料 病院情報ｼｽﾃﾑ賃貸料(固定資産に計上を要しないものに限る)

医療器機賃借料 医療器機の借料及び損料(固定資産に計上を要しないものに限る)

在宅医療器機賃借料 在宅医療器機の借料及び損料(固定資産に計上を要しないものに限る)

その他器機賃借料 上記に属さない器機賃借料(固定資産に計上を要しないものに限る)

地代家賃 地代家賃 診療業務に係る地代家賃

固定資産税等 固定資産税等 有料宿舎にかかる固定資産税

医療器機保守委託費 医療器機（検査器機を含む）の保守点検に係る委託料等

コンピュータ運営委託費 電子計算機の維持管理に係る委託料等

その他器機保守料 上記に属さない器機保守料

資産除去債務履行差額 資産除去債務が履行された際に、除去にかかる支出が当初の見積りの差
額

器機賃借料

器機保守料



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
器機設備保険料 器機設備保険料 施設設備に係る保険料等の費用（車両関係費に該当するものを除く）

車両関係費 車両関係費 救急車、検診車、巡回用自動車、乗用車などの燃料、車両検査、自動車損
害賠償責任保険、自動車重量税等の費用

研究費 研究図書購入費など診療業務に密接な研究活動費

研修費 講習会参加に係る会費、旅費交通費、研修会開催のために招聘した講師に
対する謝金、院外の者を主な対象にする研修会にかかる費用等、職員研修
に係る費用

職員厚生費 職員に係る法定外の厚生費

健康診断費 職員の健康診断に要する費用

その他福利厚生費 上記に属さない福利厚生費

業務出張旅費 診療業務のための出張旅費（近距離の船舶及び乗車の回数券、有料道路
の通行券を含む）（研修費に属するものを除く）

赴任旅費 診療業務に係る常勤職員に支給する赴任旅費

海外出張旅費 診療業務に係る海外出張者に支給する旅費

医師等招聘旅費 診療援助のため招聘する医師等の旅費

その他旅費交通費 上記に属さない旅費交通費

郵送料 郵便料

通話料 電信及び電話料

データ通信料 データ通信料

運搬費 事務用、事業用等の諸物品の荷造り費及び運賃

その他通信費 上記に属さない通信費

消耗品費 消耗品費 カルテ、検査伝票、会計伝票などの医療用、事務用の用紙、帳簿、電球、洗
剤など１年内に消費するものの費消額（ただし、材料費に属するものを除く）

消耗器具備品費 消耗器具備品費 事務用その他の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないも
の、または１年以内に取替更新されるもの

電力料 電気料

水道料 水道料

燃料費 重油等の燃料費

ガス料 ガス料及び計器使用料

その他水道光熱費 上記に属さない水道光熱費に相当するもの

消費税等 「消費税法及び地方消費税法」に基づく納付額のうち、施設割当分

公課 公害健康被害補償法に基づく汚染負荷量賦課金などの賦課金、上下水道
受益者負担金、構外設備等の負担金、町会費等の公共的課金

その他租税公課 上記に属さない租税公課（設備関係費で整理される固定資産税を除く）

医業貸倒損失 医業貸倒損失 医業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分の金額

貸倒引当金繰入額 貸倒引当金繰入額 当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられる部分
の金額

低価法評価損 低価法評価損 棚卸資産の簿価を時価が下回った場合の差額

本部経費負担額 本部経費負担額 病院の負担に属する本部費用

被服費 従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの費用

広告宣伝費 広報誌、ホームページの作成、変更、公共の場の看板、掲示物等に係る費
用

会議費 運営諸会議など院内管理のための会議の費用

交際費 慶弔など交際に要する費用

諸会費 病院を代表して院長が加入する各種団体に対する会費、分担金などの費用
※協議会に係る懇親会費は支出できない

死体解剖費用 死体の解剖を承諾した遺族等に対する謝金及び死体解剖に伴う諸雑費

弁護士費用 弁護士に係る報酬

雑費 上記のいずれにも属さない経費

給　料 職員に対する給料・手当

臨時職員給与 臨時に招聘する医師等に係る給与

賞　与 賞　与 職員に対する賞与

賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金の繰入

退職給付引当金繰入額 退職給付引当金の繰入

その他退職給付費用 上記に属さない退職給付関連費用

児童手当 児童手当に係る事業主の拠出金

社会保険料 法令に基づく事業主負担額

その他法定福利費 上記に属さない法令に基づく関連費用

医薬品費 医薬品費 (１)投薬用薬品の費消額
(２)注射用薬品(血液、プラズマを含む)の費消額
(３)外用薬、検査用試薬、造影剤など前記の項目に属さない薬品の費消額

介護療養材料費 介護療養材料費 カテーテル、縫合糸、酸素、ギプス粉、レントゲンフィルム、歯科用材料、包
帯、ガーゼ、氷、ディスポ注射器など１回ごとに消費する介護業務に係る診
療材料の費消額

利用者等材料費 利用者等材料費 利用者のおむつ料、その他日常生活サービス費等に係る材料の費消額

給食用材料費 給食用材料費 利用者給食のために使用した食品、調味料等の費消額

介護療養消耗器具備品費 介護療養消耗器具備品費 介護用の器械、器具及び放射性同位元素のうち、固定資産の計上基準額
に満たないもの、または１年内に取替更新されるもの

検査委託費 検査委託費 外部に委託した検査業務の対価としての費用（集中検体搬送費用を含む）
※ブランチラボ等で材料費と人件費部分が請求書等で区分できる場合は、
材料費相当額は除外すること。

給食委託費 給食委託費 外部に委託した給食業務の対価としての費用
※給食業務委託契約で材料費と人件費部分が請求書等で区分できる場合
は、材料費相当額は除外すること。

寝具委託費 寝具委託費 外部に委託した寝具整備業務の対価としての費用

清掃委託費 清掃委託費 外部に委託した清掃業務の対価としての費用

保守委託費 保守委託費 外部に委託した施設設備に係る保守業務の対価としての費用（ただし、器機
保守料に該当するものを除く）

洗濯委託費 洗濯業務にかかる委託費

廃棄物処理委託費 廃棄物の処理委託費

その他委託費 上記に属さない外部委託費

介）減価償却費（建物・取得） 建物の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（建物・債務） 建物の資産除去債務に対する減価償却費

介）減価償却費（建物・利息） 建物の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

介）減価償却費（建物附設・
取得）

建物附属設備の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（建物附設・
債務）

建物附属設備の資産除去債務に対する減価償却費

研究研修費 研究研修費

経　費 福利厚生費

旅費交通費

通信費

水道光熱費

租税公課

その他

介護業務費 給与費 給　料

退職給付費用

法定福利費

材料費

委託費

その他の委託費

設備関係費 減価償却費



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
介）減価償却費（建物附設・
利息）

建物附属設備の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

介）減価償却費（構築物・取
得）

構築物の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（構築物・債
務）

構築物の資産除去債務に対する減価償却費

介）減価償却費（構築物・利
息）

構築物の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

介）減価償却費（構築物リ・取
得）

構築物（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（構築物リ・債
務）

構築物（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

介）減価償却費（構築物リ・利
息）

構築物（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

介）減価償却費（医器機備・
取得）

医療用器械備品の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（医器機備・
債務）

医療用器械備品の資産除去債務に対する減価償却費

介）減価償却費（医器機備・
利息）

医療用器械備品の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

介）減価償却費（医器機備リ・
取得）

医療用器械備品（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（医器機備リ・
債務）

医療用器械備品（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

介）減価償却費（医器機備リ・
利息）

医療用器械備品（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利
息費用

介）減価償却費（他器機備・
取得）

その他器械備品の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（他器機備・
債務）

その他器械備品の資産除去債務に対する減価償却費

介）減価償却費（他器機備・
利息）

その他器械備品の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

介）減価償却費（他器機備リ・
取得）

その他器械備品（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（他器機備リ・
債務）

その他器械備品（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

介）減価償却費（他器機備リ・
利息）

その他器械備品（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利
息費用

介）減価償却費（車両・取得） 車両の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（車両・債務） 車両の資産除去債務に対する減価償却費

介）減価償却費（車両・利息） 車両の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

介）減価償却費（車両リ・取
得）

車両（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（車両リ・債
務）

車両（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

介）減価償却費（車両リ・利
息）

車両（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

介）減価償却費（放同元素・
取得）

放射性同位元素の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（放同元素・
債務）

放射性同位元素の資産除去債務に対する減価償却費

介）減価償却費（放同元素・
利息）

放射性同位元素の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

介）減価償却費（他有固資・
取得）

その他有形固定資産の取得価額に対する減価償却費

介）減価償却費（他有固資・
債務）

その他有形固定資産の資産除去債務に対する減価償却費

介）減価償却費（他有固資・
利息）

その他有形固定資産の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

介）減価償却費（無形固資） 無形固定資産の減価償却費

介）減価償却費（無形固資リ） 無形固定資産（リース資産）の減価償却費

介)債務履行差額(建物)
介)債務履行差額(建物附設)
介)債務履行差額(構築物)
介)債務履行差額(構築物リ)
介)債務履行差額(医器械備)
介)債務履行差額(医器械備
介)債務履行差額(他器械備)
介)債務履行差額(他器械備
介)債務履行差額(車両)
介)債務履行差額(車両リ)
介)債務履行差額(放同元素)
介)債務履行差額(他有固資)

修繕費 修繕費 資産等に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要した通常の修繕
のための費用（固定資産の耐用年数の延長又は当該資産の能率、能力な
どを高めるような改良に要する費用は資本的支出として当該固定資産勘定
に含める）

介護情報システム賃借料 介護情報ｼｽﾃﾑ賃貸料(固定資産に計上を要しないものに限る)

医療器機賃借料 医療器機の借料及び損料(固定資産に計上を要しないものに限る)

在宅医療器機賃借料 在宅医療器機の借料及び損料(固定資産に計上を要しないものに限る)

その他器機賃借料 上記に属さない器機賃借料(固定資産に計上を要しないものに限る)

地代家賃 地代家賃 介護業務に係る地代家賃

固定資産税等 固定資産税等 有料宿舎にかかる固定資産税

医療器機保守委託費 医療器機（検査器機を含む）の保守点検に係る委託料等

コンピュータ運営委託費 電子計算機の維持管理に係る委託料等

その他器機保守料 上記に属さない器機保守料

器機設備保険料 器機設備保険料 施設設備に係る保険料等の費用（車両関係費に該当するものを除く）

車両関係費 車両関係費 巡回用自動車、乗用車などの燃料、車両検査、自動車損害賠償責任保険、
自動車重量税等の費用

研究費 研究図書購入費など介護業務に密接な研究活動費

資産除去債務履行差額 資産除去債務が履行された際に、除去にかかる支出が当初の見積りの差
額

器機賃借料

器機保守料

研究研修費 研究研修費



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
研修費 講習会参加に係る会費、旅費交通費、研修会開催のために招聘した講師に

対する謝金、施設外の者を主な対象にする研修会にかかる費用等、職員研
修に係る費用

職員厚生費 職員に係る法定外の厚生費

健康診断費 職員の健康診断に要する費用

その他福利厚生費 上記に属さない福利厚生費

業務出張旅費 介護業務のための出張旅費（近距離の船舶及び乗車の回数券、有料道路
の通行券を含む）（研修費に属するものを除く）

赴任旅費 介護業務に係る常勤職員に支給する赴任旅費

海外出張旅費 介護業務に係る海外出張者に支給する旅費

医師等招聘旅費 診療援助のため招聘する医師等の旅費

その他旅費交通費 上記に属さない旅費交通費

郵送料 郵便料

通話料 電信及び電話料

データ通信料 データ通信料

運搬費 事務用、事業用等の諸物品の荷造り費及び運賃

その他通信費 上記に属さない通信費

消耗品費 消耗品費 カルテ、検査伝票、会計伝票などの介護用、事務用の用紙、帳簿、電球、洗
剤など１年内に消費するものの費消額（ただし、材料費に属するものを除く）

消耗器具備品費 消耗器具備品費 事務用その他の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないも
の、または１年以内に取替更新されるもの

電力料 電気料

水道料 水道料

燃料費 重油等の燃料費

ガス料 ガス料及び計器使用料

その他水道光熱費 上記に属さない水道光熱費に相当するもの

消費税等 「消費税法及び地方消費税法」に基づく納付額のうち、施設割当分

公課 公害健康被害補償法に基づく汚染負荷量賦課金などの賦課金、上下水道
受益者負担金、構外設備等の負担金、町会費等の公共的課金

その他租税公課 上記に属さない租税公課（設備関係費で整理される固定資産税を除く）

介護事業貸倒損失 介護事業貸倒損失 施設運営事業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分
の金額

貸倒引当金繰入額 貸倒引当金繰入額 当該会計期間に発生した施設運営事業未収金のうち、徴収不能と見積もら
れる部分の金額

低価法評価損 低価法評価損 棚卸資産の簿価を時価が下回った場合の差額

被服費 従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの費用

広告宣伝費 広報誌、ホームページの作成、変更、公共の場の看板、掲示物等に係る費
用

会議費 運営諸会議など施設内管理のための会議の費用

交際費 慶弔など交際に要する費用

諸会費 施設を代表して施設長が加入する各種団体に対する会費、分担金などの費
用
※協議会に係る懇親会費は支出できない

死体解剖費用 死体の解剖を承諾した遺族等に対する謝金及び死体解剖に伴う諸雑費

弁護士費用 弁護士に係る報酬

雑費 上記のいずれにも属さない経費

本部経費負担額 本部経費負担額 施設の負担に属する本部費用

給　料 職員に対する給料・手当

臨時職員給与 臨時に招聘する医師等に係る給与

賞　与 賞　与 職員に対する賞与

賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金の繰入

退職給付引当金繰入額 退職給付引当金の繰入

その他退職給付費用 上記に属さない退職給付関連費用

児童手当 児童手当に係る事業主の拠出金

社会保険料 法令に基づく事業主負担額

その他法定福利費 上記に属さない法令に基づく関連費用

職員厚生費 役職員に係る法定外の厚生費

健康診断費 役職員の健康診断に要する費用

その他福利厚生費 上記に属さない福利厚生費

臨床実習協力費 臨床実習協力費 看護師等養成所の生徒の臨床実習受入外部施設に対する謝金

旅費交通費 旅費交通費 看護師等養成所の職員、院外講師に係る旅費交通費（赴任旅費、海外出張
旅費を含む）

郵送料 郵便料

通話料 電信及び電話料

データ通信料 データ通信料

運搬費 事務用、事業用等の諸物品の荷造り費及び運賃

その他通信費 上記に属さない通信費

消耗品費 消耗品費 用紙、帳簿、電球、洗剤など１年内に消費するものの費消額

消耗器具備品費 消耗器具備品費 事務用その他の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないも
の、または１年以内に取替更新されるもの

生徒健康診断費 看護師等養成所における生徒の健康診断費

生徒教材費 看護師等養成所における生徒の一般教材及び図書並びに模型等の購入費

生徒環境整備費 看護師等養成所における生徒の生活環境設備費

生徒被服費 看護師等養成所における生徒の被服等の購入費

生徒実習経費 看護師等養成所における生徒の校外実習経費

生徒旅費 看護師等養成所の生徒の見学及び実習のための旅費交通費

その他生徒関連諸費 上記に属さない生徒関連諸費

電力料 電気料

水道料 水道料

燃料費 重油等の燃料費
※車両関係費に相当するものは含まない。

ガス料 ガス料及び計器使用料

その他水道光熱費 上記に属さない水道光熱費に相当するもの

教)減価償却費（建物・取得） 建物の取得価額に対する減価償却費

教)減価償却費（建物・債務） 建物の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（建物・利息） 建物の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

教)減価償却費（建物附設・取
得）

建物附属設備の取得価額に対する減価償却費

教)減価償却費（建物附設・債
務）

建物附属設備の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（建物附設・利
息）

建物附属設備の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

経　費 福利厚生費

旅費交通費

通信費

水道光熱費

租税公課

その他

教育業務費 給与費 給　料

退職給付費用

法定福利費

経　費 福利厚生費

通信費

生徒関連諸費

水道光熱費

減価償却費



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
教)減価償却費（構築物・取
得）

構築物の取得価額に対する減価償却費

教)減価償却費（構築物・債
務）

構築物の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（構築物・利
息）

構築物の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

教)減価償却費（構築物リ・取
得）

構築物（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

教)減価償却費（構築物リ・債
務）

構築物（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（構築物リ・利
息）

構築物（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

教)減価償却費（医器機備・取
得）

医療用器械備品の取得価額に対する減価償却費

教)減価償却費（医器機備・債
務）

医療用器械備品の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（医器機備・利
息）

医療用器械備品の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

教)減価償却費（医器機備リ・
取得）

医療用器械備品（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

教）減価償却費（医器機備リ・
債務）

医療用器械備品（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（医器機備リ・
利息）

医療用器械備品（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利
息費用

教)減価償却費（他器機備・取
得）

その他器械備品の取得価額に対する減価償却費

教)減価償却費（他器機備・債
務）

その他器械備品の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（他器機備・利
息）

その他器械備品の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

教)減価償却費（他器機備リ・
取得）

その他器械備品（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

教)減価償却費（他器機備リ・
債務）

その他器械備品（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（他器機備リ・
利息）

その他器械備品（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利
息費用

教)減価償却費（車両・取得） 車両の取得価額に対する減価償却費

教)減価償却費（車両・債務） 車両の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（車両・利息） 車両の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

教)減価償却費（車両リ・取
得）

車両（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

教)減価償却費（車両リ・債
務）

車両（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（車両リ・利
息）

車両（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

教)減価償却費（放同元素・取
得）

放射性同位元素の取得価額に対する減価償却費

教)減価償却費（放同元素・債
務）

放射性同位元素の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（放同元素・利
息）

放射性同位元素の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

教)減価償却費（他有固資・取
得）

その他有形固定資産の取得価額に対する減価償却費

教)減価償却費（他有固資・債
務）

その他有形固定資産の資産除去債務に対する減価償却費

教)減価償却費（他有固資・利
息）

その他有形固定資産の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

教）減価償却費（無形固資） 無形固定資産の減価償却費

教）減価償却費（無形固資リ） 無形固定資産（リース資産）の減価償却費

教)債務履行差額(建物)
教)債務履行差額(建物附設)
教)債務履行差額(構築物)
教)債務履行差額(構築物リ)
教)債務履行差額(医器械備)
教)債務履行差額(医器械備
教)債務履行差額(他器械備)
教)債務履行差額(他器械備
教)債務履行差額(車両)
教)債務履行差額(車両リ)
教)債務履行差額(放同元素)
教)債務履行差額(他有固資)
入学試験費用 入学試験委員等に対する謝金、旅費交通費他、入学試験に必要な費用

被服費 職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの費用

広告宣伝費 広報誌、ホームページの作成、変更、公共の場の看板、掲示物等に係る費
用

修繕費 資産等に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要した通常の修繕
のための費用（固定資産の耐用年数の延長又は当該資産の能率、能力な
どを高めるような改良に要する費用は資本的支出として当該固定資産勘定
に含める）

情報システムリース料 情報ｼｽﾃﾑ賃貸料（固定資産に計上を要しないものに限る）

土地建物賃借料 本部支部に係る地代家賃

その他賃借料 上記に属さない賃借料（固定資産に計上を要しないものに限る）

委託費 業務委託に係る費用

本部経費負担額 看護師等養成所の負担に属する本部費用

奨学費 地域医療機能推進機構が定める規則等に基づく授業料等の減免額

車両関係費 乗用車などの燃料、車両検査、自動車損害賠償責任保険、自動車税等の
費用

雑費 上記のいずれにも属さない看護師等養成所経費

給　料 職員に対する給料・手当

臨時職員給与 非常勤職員に対する給与

役員報酬 役員報酬 役員に対する報酬・手当

　

資産除去債務履行差額 資産除去債務が履行された際に、除去にかかる支出が当初の見積りの差
額

その他

一般管理費 給与費 給　料



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
賞　与 賞　与 役職員に対する賞与

賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金の繰入

退職給付引当金繰入額 退職給付引当金の繰入

その他退職給付費用 上記に属さない退職給付関連費用

児童手当 児童手当に係る事業主の拠出金

社会保険料 法令に基づく事業主負担額

その他法定福利費 上記に属さない法令に基づく関連費用

職員厚生費 役職員に係る法定外の厚生費

健康診断費 役職員の健康診断に要する費用

その他福利厚生費 上記に属さない福利厚生費

業務出張旅費 一般管理業務のための出張旅費（近距離の船舶及び乗車の回数券、有料
道路の通行券を含む）

赴任旅費 一般管理業務に係る常勤職員に支給する赴任旅費

海外出張旅費 一般管理業務に関連する海外出張者に支給する旅費

その他旅費交通費 上記に属さない旅費交通費

郵送料 郵便料

通話料 電信及び電話料

データ通信料 データ通信料

運搬費 事務用、事業用等の諸物品の荷造り費及び運賃

その他通信費 上記に属さない通信費

消耗品費 消耗品費 用紙、帳簿、電球、洗剤など１年内に消費するものの費消額（ただし、材料
費に属するものを除く）

消耗器具備品費 消耗器具備品費 事務用その他の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないも
の、または１年以内に取替更新されるもの

電力料 電気料

水道料 水道料

燃料費 重油等の燃料費

ガス料 ガス料及び計器使用料

その他水道光熱費 上記に属さない水道光熱費に相当するもの

情報システムリース料 情報ｼｽﾃﾑ賃貸料（固定資産に計上を要しないものに限る）

土地建物賃借料 本部支部に係る地代家賃

その他賃借料 上記に属さない賃借料（固定資産に計上を要しないものに限る）

消費税等 「消費税法及び地方消費税法」に基づく納付額のうち、施設割当未了分

公課 上記に属さない公共的課金

その他租税公課 上記に属さない租税公課（印紙税を含む。また、設備関係費で整理される固
定資産税を除く）

般）減価償却費（建物・取得） 建物の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（建物・債務） 建物の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（建物・利息） 建物の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

般）減価償却費（建物附設・
取得）

建物附属設備の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（建物附設・
債務）

建物附属設備の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（建物附設・
利息）

建物附属設備の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

般）減価償却費（構築物・取
得）

構築物の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（構築物・債
務）

構築物の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（構築物・利
息）

構築物の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

般）減価償却費（構築物リ・取
得）

構築物（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（構築物リ・債
務）

構築物（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（構築物リ・利
息）

構築物（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

般）減価償却費（医器機備・
取得）

医療用器械備品の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（医器機備・
債務）

医療用器械備品の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（医器機備・
利息）

医療用器械備品の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

般）減価償却費（医器機備リ・
取得）

医療用器械備品（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（医器機備リ・
債務）

医療用器械備品（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（医器機備リ・
利息）

医療用器械備品（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利
息費用

般）減価償却費（他器機備・
取得）

その他器械備品の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（他器機備・
債務）

その他器械備品の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（他器機備・
利息）

その他器械備品の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

般）減価償却費（他器機備リ・
取得）

その他器械備品（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（他器機備リ・
債務）

その他器械備品（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（他器機備リ・
利息）

その他器械備品（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利
息費用

般）減価償却費（車両・取得） 車両の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（車両・債務） 車両の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（車両・利息） 車両の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

般）減価償却費（車両リ・取
得）

車両（リース資産）の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（車両リ・債
務）

車両（リース資産）の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（車両リ・利
息）

車両（リース資産）の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

退職給付費用

法定福利費

経　費 福利厚生費

旅費交通費

通信費

水道光熱費

賃借料

租税公課

減価償却費



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
般）減価償却費（放同元素・
取得）

放射性同位元素の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（放同元素・
債務）

放射性同位元素の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（放同元素・
利息）

放射性同位元素の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

般）減価償却費（他有固資・
取得）

その他有形固定資産の取得価額に対する減価償却費

般）減価償却費（他有固資・
債務）

その他有形固定資産の資産除去債務に対する減価償却費

般）減価償却費（他有固資・
利息）

その他有形固定資産の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用

般）減価償却費（無形固資） 無形固定資産の減価償却費

般）減価償却費（無形固資リ） 無形固定資産（リース資産）の減価償却費

般）債務履行差額(建物)
般）債務履行差額(建物附設)
般）債務履行差額(構築物)
般）債務履行差額(構築物リ)
般）債務履行差額(医器械備)
般）債務履行差額(医器械備
般）債務履行差額(他器械備)
般）債務履行差額(他器械備
般）債務履行差額(車両)
般）債務履行差額(車両リ)
般）債務履行差額(放同元素)
般）債務履行差額(他有固資)
監査報酬 会計監査人の法定監査報酬

諸経費 会計監査人監査に係る出張旅費、宿泊費等の関連経費

弁護士費用 弁護士に係る報酬

施設経費負担額 本部の負担に属する施設費用

研修費 本部が実施する研修会に係る会場借料、会場設営費、講師謝金等の費用

広告宣伝費 広報誌、ホームページの作成、変更、公共の場の看板、掲示物等に係る費
用

車両関係費 乗用車などの燃料、車両検査、自動車損害賠償責任保険、自動車税等の
費用

会議費 運営諸会議など連携施設管理のための会議の費用

修繕費 資産等に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要した通常の修繕
のための費用（固定資産の耐用年数の延長又は当該資産の能率、能力な
どを高めるような改良に要する費用は資本的支出として当該固定資産勘定
に含める）

委託費 業務委託に係る費用

保険料 本部支部にて締結する保険契約に係る費用

交際費 慶弔など交際に要する費用（経理責任者が支出するのが適当と認めたもの
に限る）

諸会費 法人を代表して理事長等が加入する各種団体に対する会費、分担金などの
費用

雑費 上記に属さない経費

支払利息 長期借入金、短期借入金の支払利息

内部支払利息 本部借入金から生じる内部金利の支払額

支払手数料 支払手数料 振込手数料等の支払手数料

債券発行費 機構債券発行に係る債券発行費を整理する勘定

債券発行差金償却 債券発行差金の償却額

有価証券売却損 有価証券を売却した場合の売却損

患者外給食用材料費 患者以外に提供した食事に対する費用

医業外貸倒損失 医業未収金以外の債権の回収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部
分の金額

医業外貸倒引当金繰入額 当該会計期間に発生した医業未収金以外の債権の発生額のうち、回収不
能と見積もられる部分の金額

保育所運営経費 保育所運営に係る経費

その他経常費用 上記に属さない経常費用

本部経費負担額
固定資産売却益 固定資産売却益 固定資産売却益 固定資産の売却価額がその帳簿価額を超える差額

施設委託先清算金 施設委託先清算金 施設委託先清算金
物品受贈益 国から贈与された物品のうち、資産ではなく、費用として整理されたものに係

る受贈益

弁償金・補償金利益 法令、規定または契約による弁償金、違約金等の収益

損害補償損失引当金戻入 医療賠償等による損害賠償金の損失負担見込額に対する引当金のうち、当
期取崩額

その他臨時利益 上記に属さない臨時利益

固定資産売却損 固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額

固定資産売却費 固定資産を売却する際の売却手数料など支出を伴う費用

固定資産除却損 固定資産を廃棄した場合の帳簿価額

固定資産除却費 固定資産を廃棄する際の撤去費、廃棄費など支出を伴う費用

固定資産減損損失（取得） 固定資産の減損を認識した際、当該資産の取得価額から減額する費用

固定資産減損損失（債務） 固定資産の減損を認識した際、当該資産の除去債務から減額する費用

固定資産減損損失（利息費
用）

固定資産の減損を認識した際、当該資産の資産除去債務にかかる時の経
過による利息費用

損害補償損失引当
金繰入額

損害補償損失引当金繰入
額

損害補償損失引当金繰入額 医療賠償等による損害賠償金の損失負担見込額に対する引当金のうち、当
期繰入額

賠償金等負担額 賠償金等負担額 賠償金等負担額 不法行為及び債務不履行その他権利侵害の結果その被害者に対する賠償
金、損害賠償の性質を有する見舞金並びにそれに付随する諸経費（個別係
争案件にかかる弁護士費用、切手・印紙代、鑑定費用、証人旅費、指定代
理人旅費、弁護士旅費等）

補償金負担額 補償金負担額 補償金負担額 土地の取得に伴う建物等の移転等に関する補償金

災害損失 火災、出水等の災害に係る廃棄損、復旧に係る費用（滅失した固定資産の
簿価は固定資産除却損として整理する）

その他臨時損失 上記に属さない臨時損失

　

資産除去債務が履行された際に、除去にかかる支出が当初の見積りの差
額

その他

その他経常費用 財務費用 支払利息

その他経常費用 その他経常費用

固定資産売却損 固定資産売却損

固定資産除却損 固定資産除却損

資産除去債務履行差額

固定資産減損損失 固定資産減損損失

その他臨時損失 その他臨時損失

臨時利益 臨時利益

その他臨時利益 その他臨時利益

臨時損失 臨時損失



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
現金 通貨、小切手、郵便為替証書、振替貯金振出証書、銀行払歳出金支払通

知書、国庫送金通知書その他随時に通貨と引き換えることができる証書

小口現金 支払い担当者にあらかじめ資金を前渡しておき、日常の少額現金支払に充
てる場合の資金の増減を処理する勘定

現金過不足 現金の実際有高と帳簿残高が不一致の場合に、その原因が判明するまで
実際有高の金額になるように帳簿残高の金額を修正するために用いる勘
定科目

普通預金 普通預金口座

当座預金 当座預金口座

通知預金 通知預金口座（複数口座を有していても細目設定不要）

定期預金 契約期間１年以内の定期預金口座（複数口座を有していても細目設定不
要）

別段預金 別段預金口座（複数口座を有していても細目設定不要）

有価証券 有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する売買目的有価証券
および１年以内に満期が到来する満期保有目的債券

医業未収金 医業収益に対する未収金

健診未収金 保健予防活動収益に対する未収金

訪問看護事業未収金 訪問看護収益に対する未収金

貸倒引当金（△） 貸倒引当金（医業未収金） 医業未収金に係る取立不能見込額の引当金

施設運営事業未収金 介護業務収益に対する未収金

地域包括支援センター未収
金

地域包括支援センターの介護認定調査等の委託料収益、権利擁護事業等
の収益に対する未収金

在宅介護支援センター未収
金

在宅介護支援センターの介護認定調査等の委託料収益、権利擁護事業等
の収益に対する未収金

健康増進ホーム未収金 健康増進ホーム利用料収入に対する未収金

貸倒引当金（△） 貸倒引当金（施設運営事業
未収金）（△）

施設運営事業未収金に係る取立不能見込額の引当金

未収補助金 補助金の収益に対する未収金

その他未収金 医業収益以外の収益に対する未収金

貸倒引当金（△） 貸倒引当金（未収金）（△） 未収金に係る取立不能見込額の引当金

医薬品 医薬品 医薬品(費用勘定の医薬品費参照)の棚卸高

診療材料 診療材料(費用勘定の診療材料費参照)の棚卸高

介護療養材料 介護療養材料(費用勘定の介護療養材料費参照)の棚卸高

利用者等材料 利用者等材料(費用勘定の利用者等材料費参照)の棚卸高

給食用材料 給食用材料 給食用材料(費用勘定の給食用材料費参照)の棚卸高

医療消耗器具備品 医療消耗器具備品(費用勘定の医療消耗器具備品費参照)の棚卸高

介護療養消耗器具備品 介護療養消耗器具備品(費用勘定の介護療養消耗器具備品費参照)の棚
卸高

消耗器具備品 その他の消耗品及び消耗器具備品(費用勘定の消耗品費、消耗器具備品
費参照)の棚卸高

燃料 燃料(費用勘定の燃料費参照)の棚卸高

その他貯蔵品 上記に属さない貯蔵品

前払費用 前払費用 賃借料、支払利息など時の経過に依存して費用が発生する継続的な役務
の享受取引に対する前払分のうち未経過分の金額（ただし、１年を超えて
費用化するものは除く）

未収収益 未収収益 受取利息、賃貸料など時の経過に依存して収益が発生する継続的な役務
提供取引においてすでに役務の提供は行ったが、会計期末までに法的に
その対価の支払い請求を行えない分の金額

前渡金 諸材料、燃料の購入代金の前渡額、修繕代金の前渡額、その他これに類
する前渡額

仮払金 現金の支払いをする際どの勘定科目で処理すべきか未決定のとき、あるい
は勘定科目は決定しているが支出時には金額が暫定的な場合に、当初支
出額を一旦整理する勘定

立替金 他の者に変わって暫定的に支出した金額

未収消費税等 決算時における消費税及び地方消費税の計算において見込まれた還付相
当額

短期貸付金 金銭消費貸借契約等に基づく機構の外部者に対する貸付取引のうち当初
の契約において１年以内に受取期限の到来するもの

貸倒引当金（短期貸付金） 短期貸付金に係る取立不能見込額の引当金

役員短期貸付金 役員に対する貸付金のうち当初の契約において１年以内に受取期限の到
来するもの

従業員短期貸付金 従業員に対する貸付金のうち当初の契約において１年以内に受取期限の
到来するもの

本部短期貸付金 本部に対する貸付金のうち当初の定めにおいて１年以内に受取期限の到
来するもの

施設短期貸付金 施設に対する貸付金のうち当初の定めにおいて１年以内に受取期限の到
来するもの

一年以内回収本部長期貸付
金

本部長期貸付金のうち１年以内に回収期限が到来する分

一年以内回収施設長期貸付
金

施設長期貸付金のうち１年以内に回収期限が到来する分

その他流動資産 上記に属さない流動資産

建物（取得）
建物（債務）
建物附属設備（取得）
建物附属設備（債務）
建物減価償却累計額（取得
△）
建物減価償却累計額（債務
△）
建物附属設備減価償却累計
額（取得△）
建物附属設備減価償却累計
額（債務△）
建物減損損失累計額（取得
△）
建物減損損失累計額（債務
△）
建物附属設備減損損失累計
額（取得△）

資産 流動資産 流動資産 現金及び預金

医業未収金

施設運営事業未収金

未収金

診療材料

貯蔵品

その他流動資産

固定資産 有形固定資産 建物 診療棟、病棟、管理棟、職員宿舎など病院に属する建物

電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に附属する設備

建物減価償却累計額（△） 診療棟、病棟、管理棟、職員宿舎など病院に属する建物に係る減価償却累
計額

電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に附属する設備に係る減価
償却累計額

建物減損損失累計額（△） 診療棟、病棟、管理棟、職員宿舎など病院に属する建物に係る減損損失累
計額

電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に附属する設備に係る減損
損失累計額



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
建物附属設備減損損失累計
額（債務△）
構築物（取得）
構築物（債務）
構築物（リース）（取得）
構築物（リース）（債務）
構築物減価償却累計額（取
得△）
構築物減価償却累計額（債
務△）
構築物（リース）減価償却累
計額（取得△）
構築物（リース）減価償却累
計額（債務△）
構築物減損損失累計額（取
得△）
構築物減損損失累計額（債
務△）
構築物（リース）減損損失累
計額（取得△）
構築物（リース）減損損失累
計額（債務△）
医療用器械備品（取得）
医療用器械備品（債務）
医療用器械備品（リース）（取
得）
医療用器械備品（リース）（債
務）
医療用器械備品減価償却累
計額（取得△）
医療用器械備品減価償却累
計額（債務△）
医療用器械備品（リース）減
価償却累計額（取得△）
医療用器械備品（リース）減
価償却累計額（債務△）
医療用器械備品減損損失償
却累計額（取得△）
医療用器械備品減損損失累
計額（債務△）
医療用器械備品（リース）減
損損失累計額（取得△）
医療用器械備品（リース）減
損損失累計額（債務△）
その他器械備品（取得）
その他器械備品（債務）
その他器械備品（リース）（取
得）
その他器械備品（リース）（債
務）
その他器械備品減価償却累
計額（取得△）
その他器械備品減価償却累
計額（債務△）
その他器械備品（リース）減
価償却累計額（取得△）
その他器械備品（リース）減
価償却累計額（債務△）
その他器械備品減損損失償
却累計額（取得△）
その他器械備品減損損失累
計額（債務△）
その他器械備品（リース）減
損損失累計額（取得△）
その他器械備品（リース）減
損損失累計額（債務△）
車両（取得）
車両（債務）
車両（リース）（取得）
車両（リース）（債務）
車両減価償却累計額（取得
△）
車両減価償却累計額（債務
△）
車両（リース）減価償却累計
額（取得△）
車両（リース）減価償却累計
額（債務△）
車両減損損失償却累計額
（取得△）
車両減損損失累計額（債務
△）
車両（リース）減損損失累計
額（取得△）
車両（リース）減損損失累計
額（債務△）
放射性同位元素（取得）
放射性同位元素（債務）
放射性同位元素減価償却累
計額（取得△）
放射性同位元素減価償却累
計額（債務△）

構築物 貯水池、門、塀、舗装道路、緑化施設など建物及び附属設備以外の工作
物、土木設備であって土地に定着したもの

ファイナンス・リース取引によって調達した構築物

構築物減価償却累計額
（△）

貯水池、門、塀、舗装道路、緑化施設など建物及び附属設備以外の工作
物、土木設備であって土地に定着したものに係る減価償却累計額

ファイナンス・リース取引によって調達した構築物に係る減価償却累計額

構築物減損損失累計額
（△）

貯水池、門、塀、舗装道路、緑化施設など建物及び附属設備以外の工作
物、土木設備であって土地に定着したものに係る減損損失累計額

ファイナンス・リース取引によって調達した構築物に係る減損損失累計額

医療用器械備品 治療、検査、看護など医療用の器械、器具、備品など

ファイナンス・リース取引によって調達した医療用器械備品

医療用器械備品減価償却
累計額（△）

治療、検査、看護など医療用の器械、器具、備品などに係る減価償却累計
額

ファイナンス・リース取引によって調達した医療用器械備品に係る減価償却
累計額

医療用器械備品減損損失
累計額（△）

治療、検査、看護など医療用の器械、器具、備品などに係る減損損失累計
額

ファイナンス・リース取引によって調達した医療用器械備品に係る減損損失
累計額

その他器械備品 その他上記の科目に属さない器械、器具、備品など

ファイナンス・リース取引によって調達したその他器械備品

その他器械備品減価償却
累計額（△）

その他上記の科目に属さない器械、器具、備品などに係る減価償却累計額

ファイナンス・リース取引によって調達したその他器械備品に係る減価償却
累計額

その他器械備品減損損失
累計額（△）

その他上記の科目に属さない器械、器具、備品などに係る減損損失累計額

ファイナンス・リース取引によって調達したその他器械備品に係る減損損失
累計額

車両 救急車、レントゲン車、その他の自動車

ファイナンス・リース取引によって調達した車両

車両減価償却累計額（△） 救急車、レントゲン車、その他の自動車に係る減価償却累計額

ファイナンス・リース取引によって調達した車両に係る減価償却累計額

車両減損損失累計額（△） 救急車、レントゲン車、その他の自動車に係る減損損失累計額

ファイナンス・リース取引によって調達した車両に係る減損損失累計額

放射性同位元素 診療用の放射性同位元素（半減期が１年以内のものを除く）

放射性同位元素減価償却
累計額（△）

診療用の放射性同位元素（半減期が１年以内のものを除く）に係る減価償
却累計額



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
放射性同位元素減損損失累
計額（取得△）
放射性同位元素減損損失累
計額（債務△）

土地 土地 宅地、畑、田、山林、原野、鉱泉地など一切の土地。なお、土地取得に要し
た附帯費用（地上物件移転補償費、仲介手数料、登記手数料など）及び利
用し得るまでの費用（測量費、盛土の整地費など）含む。

土地減損損失累計額（△） 土地減損損失累計額（△） 宅地、畑、田、山林、原野、鉱泉地など一切の土地に係る減損損失累計額

建設仮勘定 有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでの請
負前渡金、建設用材料部品などの買入代金など

建設仮勘定減損損失累計額
（△）

有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでの請
負前渡金、建設用材料部品などの買入代金などに係る減損損失累計額

（償却）その他有形固定資産
（取得）
（償却）その他有形固定資産
（債務）
（償却）その他有形固定資産
減価償却累計額（取得△）
（償却）その他有形固定資産
減価償却累計額（債務△）
（償却）その他有形固定資産
減損損失累計額（取得△）
（償却）その他有形固定資産
減損損失累計額（債務△）
(非償却）その他有形固定資
産（取得）
(非償却）その他有形固定資
産（債務）
(非償却）その他有形固定資
産減価償却累計額（取得△）
(非償却）その他有形固定資
産減価償却累計額（債務△）
(非償却）その他有形固定資
産減損損失累計額（取得△）
(非償却）その他有形固定資
産減損損失累計額（債務△）
特許権 新規な発明を登録したことにより与えられる独占権（特許取得に直接要した

費用をもって取得原価を構成する）

特許権減価償却累計額（△） 新規な発明を登録したことにより与えられる独占権（特許取得に直接要した
費用をもって取得原価を構成する）
に係る減価償却累計額

特許権減損損失累計額（△） 新規な発明を登録したことにより与えられる独占権（特許取得に直接要した
費用をもって取得原価を構成する）
に係る減損損失累計額

借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地法上の借地権で対
価をもって取得したもの

借地権減損損失累計額（△） 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地法上の借地権で対
価をもって取得したものに係る減損損失累計額

ソフトウェア コンピュータソフトウェアに係る費用で、外部から購入した場合の取得に要
した費用のうち、将来における費用削減又は収益獲得の効果が認められる
もの

ソフトウェア減価償却累計額
（△）

コンピュータソフトウェアに係る費用で、外部から購入した場合の取得に要
した費用のうち、将来における費用削減又は収益獲得の効果が認められる
ものに係る減価償却累計額

ソフトウェア減損損失累計額
（△）

コンピュータソフトウェアに係る費用で、外部から購入した場合の取得に要
した費用のうち、将来における費用削減又は収益獲得の効果が認められる
ものに係る減損損失累計額

ソフトウェア（リース） ファイナンス・リース取引によって調達したソフトウェア

ソフトウェア（リース）減価償
却累計額（△）

ファイナンス・リース取引によって調達したソフトウェア
に係る減価償却累計額

ソフトウェア（リース）減損損
失累計額（△）

ファイナンス・リース取引によって調達したソフトウェア
に係る減損損失累計額

ソフトウェア仮勘定 製作中の自己使用目的等のソフトウェアなど、稼働前の無形固定資産への
支出

ソフトウェア仮勘定減損損失
累計額（△）

製作中の自己使用目的等のソフトウェアなど、稼働前の無形固定資産への
支出に係る減損損失累計額

電話加入権 NTT回線の加入権

電話加入権減損損失累計額
（△）

NTT回線の加入権に係る減損損失累計額

（償却）その他無形固定資産 上記に属さない無形固定資産（償却資産）

（償却）その他無形固定資産
減価償却累計額（△）

上記に属さない無形固定資産（償却資産）に係る減価償却累計額

（償却）その他無形固定資産
減損損失累計額（△）

上記に属さない無形固定資産（償却資産）に係る減損損失累計額

（非償却）その他無形固定資
産

上記に属さない無形固定資産（非償却資産）

（非償却）その他無形固定資
産減価償却累計額（△）

上記に属さない無形固定資産（非償却資産）に係る減価償却累計額

（非償却）その他無形固定資
産減損損失累計額（△）

上記に属さない無形固定資産（非償却資産）に係る減損損失累計額

長期貸付金 長期貸付金 金銭消費貸借契約等に基づく機構の外部者に対する貸付取引のうち当初
の契約において１年超に受取期限の到来するもの

貸倒引当金（△） 貸倒引当金（長期貸付金） 長期貸付金に係る取立不能見込額の引当金

破産更生債権等 破産更生債権等 破産債権、更生債権、民事再生債権、その他これらに準ずる債権

貸倒引当金（△） 貸倒引当金（破産更生債権
等）（△）

破産更生債権等に係る取立不能見込額の引当金

長期前払費用 時の経過に依存して費用が発生する継続的な役務享受取引に対する前払
分で１年を超えて費用化される未経過分の金額

長期前払費用減損損失累計
額（△）

時の経過に依存して費用が発生する継続的な役務享受取引に対する前払
分で１年を超えて費用化される未経過分の金額に係る減損損失累計額

災害備蓄在庫 災害備蓄在庫 災害拠点病院のうち、本部指定の備蓄専用倉庫の在庫保管品（長期保存
が予定される災害備蓄品）

放射性同位元素減損損失
累計額（△）

診療用の放射性同位元素（半減期が１年以内のものを除く）に係る減損損
失累計額

建設仮勘定

その他有形固定資産 上記に属さない有形固定資産（償却資産）

上記に属さない有形固定資産（償却資産）に係る減価償却累計額

上記に属さない有形固定資産（償却資産）に係る減損損失累計額

上記に属さない有形固定資産（非償却資産）

上記に属さない有形固定資産（非償却資産）に係る減価償却累計額

上記に属さない有形固定資産（非償却資産）に係る減損損失累計額

無形固定資産 特許権

借地権

ソフトウェア

電話加入権

その他無形固定資産

投資その他の資産

長期前払費用



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
長期定期預金 契約期間１年超の定期預金口座（複数口座を有していても細目設定不要）

その他長期性預金 長期の金銭信託など、定期預金以外の長期性預金

投資有価証券 満期保有目的債券

役員長期貸付金 役員に対する貸付金のうち当初の契約において１年超に受取期限の到来
するもの

従業員長期貸付金 従業員に対する貸付金のうち当初の契約において１年超に受取期限の到
来するもの

本部長期貸付金 本部に対する貸付金のうち当初の定めにおいて１年超に受取期限の到来
するもの（一年以内回収本部長期貸付金に該当するものを除く）

施設長期貸付金 施設に対する貸付金のうち当初の定めにおいて１年超に受取期限の到来
するもの（一年以内回収施設長期貸付金に該当するものを除く）

その他投資資産 上記に属さない投資その他の資産

その他投資資産減損損失累
計額（△）

上記に属さない投資その他の資産に係る減損損失累計額

本部（資産）
運営費交付金債務（診療） 国から診療業務に係る運営費交付金を受領した際に債務として整理する勘

定

運営費交付金債務（介護） 国から介護業務に係る運営費交付金を受領した際に債務として整理する勘
定

運営費交付金債務（教育） 国から教育業務に係る運営費交付金を受領した際に債務として整理する勘
定

預り施設費（診療） 国から診療業務に係る施設費を受領した際に債務として整理する勘定

預り施設費（介護） 国から介護業務に係る施設費を受領した際に債務として整理する勘定

預り施設費（教育） 国から教育業務に係る施設費を受領した際に債務として整理する勘定

預り補助金等（診療） 国または地方公共団体から診療業務に係る補助金等を受領した際に債務
として整理する勘定

預り補助金等（介護） 国または地方公共団体から介護業務に係る補助金等を受領した際に債務
として整理する勘定

預り補助金等（教育） 国または地方公共団体から教育研修業務に係る補助金等を受領した際に
債務として整理する勘定

預り寄附金（診療） 診療業務に係る使途を特定した寄附金を受領した際に債務として整理する
勘定

預り寄附金（介護） 介護業務に係る使途を特定した寄附金を受領した際に債務として整理する
勘定

預り寄附金（教育） 教育業務に係る使途を特定した寄附金を受領した際に債務として整理する
勘定

短期借入金 短期借入金 金銭消費貸借契約等に基づく機構の外部者からの借入取引のうち当初の
契約において１年以内に最終の返済期限が到来するもの

一年以内償還地域医療機
能推進機構債券

一年以内償還地域医療機能
推進機構債券

一年以内償還地域医療機
能推進機構債券発行差額

一年以内償還地域医療機能
推進機構債券発行差額（△）

一年以内返済長期借入金 一年以内返済長期借入金 長期借入金のうち１年以内に返済期限が到来する分

施設短期借入金 施設短期借入金 施設からの借入金のうち当初の定めに従い１年以内に返済期限が到来す
るもの

本部短期借入金 本部短期借入金 本部からの借入金のうち当初の定めに従い１年以内に返済期限が到来す
るもの

一年以内返済施設長期借
入金

一年以内返済施設長期借入
金

施設長期借入金のうち１年以内に返済期限が到来する分

一年以内返済本部長期借
入金

一年以内返済本部長期借入
金

本部長期借入金のうち１年以内に返済期限が到来する分

買掛金 買掛金 医薬品、診療材料、給食材料に係る未払債務

未払金 未払金 買掛金以外の未払債務

一年以内支払リース債務 一年以内支払リース債務 ファイナンス・リース取引に係る債務のうち１年以内に支払期限が到来する
分

未払消費税等 未払消費税等 決算時における消費税及び地方消費税の計算において確定した年間税額
から予定納税額を控除した金額

診療預り金 入院保証預り金や救急診療時の概算払い預り金など、患者から受け取る
暫定的な預り金

生活預り金 入院患者の預金等を病院で管理する場合の預り金

貸与品保証預り金 患者に松葉杖、車いす等を貸与する場合に受け取る保証預り金

その他患者預り金 上記に属さない患者からの預り金

その他一般預り金 患者以外からの預り金（本支店間預り金、役職員預り金に相当するものを
除く）

本支店間預り金消費税等 本部による消費税及び地方消費税の一括納付のための預り金

その他本支店間預り金 上記に属さない本支店間の預り金

所得税 役職員等からの源泉徴収税の一時的な預り金

県民税・市町村民税 役職員等からの県民税、市町村民税の一時的な預り金

社会保険料等 役職員等からの社会保険料など法定各種保険料の徴収分、掛金などの一
時的な預り金

その他役職員等預り金 上記に属さない役職員等からの一時的な預り金

前受金 前受金 給付の履行以前に代金を受け取った場合に処理する勘定で将来の役務の
提供を示すもの（役務の提供が完了したときは、当該勘定科目に振替整
理）

仮受金 仮受金 実際に入金があったが、受入勘定科目が不明または金額の総額が確定し
ない場合にその収入金を一時的に処理する勘定（正当科目が判明すれば
直ちに振替整理を行う）

未払費用 未払費用 賃借料、支払利息など時の経過に依存して費用が発生する継続的な役務
の享受取引に対する未払分

前受収益 前受収益 受取利息、賃貸料など時の経過に依存して収益が発生する継続的な役務
提供取引において未だ提供していない役務に対して受領した前受分

賞与引当金 賞与引当金 支給対象期間に基づき定期に支給する職員賞与に対する引当金

損害補償損失引当金 損害補償損失引当金 医療賠償等による損害賠償金の損失負担見込額に対する引当金

一年以内履行資産除去債
務

一年以内履行資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発、又は通常の使用によって生じ、当該有
形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及び
それに準ずるものの見積額のうち１年以内に履行が見込まれるものの額

災害損失引当金 災害損失引当金 災害損失に係る廃棄損、復旧に係る費用の損失負担見込額に対する引当
金

その他流動負債 その他流動負債 上記に属さない１年以内に期限が到来する負債

資産見返運営費交付金 資産見返運営費交付金 中期計画の範囲内で運営費交付金により償却資産を取得した場合、及び
中期計画の範囲外で運営費交付金により非償却資産を取得した場合に運
営費交付金債務を振り替える勘定

資産見返補助金等 資産見返補助金等 補助金等により償却資産を取得した場合に預り補助金等を振り替える勘定

その他投資資産

負債 流動負債 流動負債 運営費交付金債務

預り施設費

預り補助金等

預り寄附金

地域医療機能推進機構債券のうち１年以内に償還期限が到来する分

預り金

固定負債 固定負債



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
資産見返寄附金 資産見返寄附金 中期計画の範囲内で寄附金により償却資産を取得した場合、及び中期計

画の範囲外で寄附金により非償却資産を取得した場合に預り寄附金を振り
替える勘定

建設仮勘定見返運営費交
付金

建設仮勘定見返運営費交付
金

中期計画の範囲内で運営費交付金により建設仮勘定を取得した場合に運
営費交付金債務を振り替える勘定

建設仮勘定見返施設費 建設仮勘定見返施設費 施設費により建設仮勘定を取得した場合に預り施設費を振り替える勘定

建設仮勘定見返補助金等 建設仮勘定見返補助金等 補助金等により建設仮勘定を取得した場合に預り補助金等を振り替える勘
定

資産見返物品受贈額 資産見返物品受贈額 国から資産計上すべき償却資産を贈与された場合に計上される負債

その他資産見返負債 その他資産見返負債 上記以外の資産見返負債

地域医療機能推進機構債
券

地域医療機能推進機構債券

地域医療機能推進機構債
券発行差額（△）

地域医療機能推進機構債券
発行差額（△）

長期預り寄附金 長期預り寄附金 使途を特定した寄附金を受領した際に１年を超えて債務として整理する勘
定

長期借入金 長期借入金 財政投融資資金、銀行などからの借入金であって、当初の契約において１
年を超えて最終の返済期限が到来するもの（一年以内返済長期借入金に
該当するものを除く）

施設長期借入金 施設長期借入金 施設からの借入金のうち当初の定めにおいて１年を超えて最終の返済期限
が到来するもの（一年以内返済施設長期借入金に該当するものを除く）

本部長期借入金 本部長期借入金 本部からの借入金のうち当初の定めにおいて１年を超えて最終の返済期限
が到来するもの（一年以内返済本部長期借入金に該当するものを除く）

長期未払金 長期未払金 器械、備品など償却資産に対する未払債務のうち期間が１年をこえるもの

退職給付引当金 退職給付引当金 退職給付に係る会計基準に基づき役職員が提供した労働用益に対して将
来支払われる退職給付に備えて設定される引当金

リース債務 リース債務 ファイナンス・リース取引に係る未払債務（一年以内支払リース債務に該当
するものを除く）

資産除去債務 資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形
固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそ
れに準ずるものの見積額

その他固定負債 上記に属さない固定負債

施設（負債）
資本金 資本金 政府出資金 政府出資金 政府による出資金

資本剰余金（施設費） 預り施設費を財源とする非償却資産又は特定償却資産を取得した場合に、
預り施設費を資本剰余金に振り替え整理する勘定

資本剰余金（運営費交付金） 中期計画の想定の範囲内で運営費交付金によりその取得が合理的に特定
できる非償却固定資産を取得した場合に運営費交付金債務を資本剰余金
に振り替え整理する勘定

資本剰余金（補助金等） 補助金により非償却資産を取得した場合に、預り補助金等を資本剰余金に
振り替え整理する勘定

資本剰余金（寄附金） 中期計画の想定の範囲内で寄附金で非償却資産を取得した場合に預り寄
附金を資本剰余金に振り替え整理する勘定

資本剰余金（目的積立金） 目的積立金を財源として剰余金を使用した場合に整理する勘定

資本剰余金（減資差益） 政府から出資された財産を不要財産として国庫納付した場合に当該納付
額との差額を調整する勘定

資本剰余金（損益外除売却
差額相当額）

政府から出資された財産を不要財産として国庫納付する際に譲渡取引を
行った場合の譲渡差額及び譲渡費用を調整する勘定

資本剰余金（国庫納付差額） 政府から出資された財産を不要財産として国庫納付する際に譲渡取引を
行った場合に出資額を上回る損益外除売却差額相当額を整理する勘定

資本剰余金（その他） 上記に属さない資本剰余金

損益外減価償却累計額・建
物(取得)
損益外減価償却累計額・建
物(債務)
損益外減価償却累計額・建
物附属設備(取得)
損益外減価償却累計額・建
物附属設備(債務)
損益外減価償却累計額・構
築物(取得)
損益外減価償却累計額・構
築物(債務)
損益外減価償却累計額・医
器械備(取得)
損益外減価償却累計額・医
器械備(債務)
損益外減価償却累計額・他
器械備(取得)
損益外減価償却累計額・他
器械備(債務)
損益外減価償却累計額・車
両(取得)
損益外減価償却累計額・車
両(債務)
損益外減価償却累計額・放
同元素(取得)
損益外減価償却累計額・放
同元素(債務)
損益外減価償却累計額・他
有固資(取得)
損益外減価償却累計額・他
有固資(債務)
損益外減価償却累計額・ソフ
トウェア
損益外減価償却累計額・特
許権
損益外減価償却累計額・そ
の他無形固定資産
損益外減損損失累計額・建
物(取得)
損益外減損損失累計額・建
物(債務)

債券による資金調達を行った際に用いる勘定

その他固定負債

純資産
資本剰余金 資本剰余金 資本剰余金

損益外減価償却累計額 特定償却資産にかかる減価償却相当額

損益外減損損失累計額 特定償却資産にかかる減損損失相当額



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
損益外減損損失累計額・建
物附属設備(取得)
損益外減損損失累計額・建
物附属設備(債務)
損益外減損損失累計額・構
築物(取得)
損益外減損損失累計額・構
築物(債務)
損益外減損損失累計額・医
器械備(取得)
損益外減損損失累計額・医
器械備(債務)
損益外減損損失累計額・他
器械備(取得)
損益外減損損失累計額・他
器械備(債務)
損益外減損損失累計額・車
両(取得)
損益外減損損失累計額・車
両(債務)
損益外減損損失累計額・放
同元素(取得)
損益外減損損失累計額・放
同元素(債務)
損益外減損損失累計額・他
有固資(取得)
損益外減損損失累計額・他
有固資(債務)
損益外減価償却累計額・ソフ
トウェア（減損）
損益外減価償却累計額・特
許権（減損）
損益外減価償却累計額・そ
の他無形固定資産（減損）
損益外利息費用累計額・建
物
損益外利息費用累計額・建
物附属設備
損益外利息費用累計額・構
築物
損益外利息費用累計額・医
器械備
損益外利息費用累計額・他
器械備
損益外利息費用累計額・車
両

損益外利息費用累計額・放
同元素
損益外利息費用累計額・他
有固資

前期中期目標期間繰越積
立金

前期中期目標期間繰越積立
金

中期目標期間終了後、主務大臣から次の中期目標期間に繰越積立金とし
て承認を得た額

目的積立金 目的積立金 通則法44条３項に基づく目的積立金

積立金 積立金 通則法44条１項に基づく積立金

当期未処分利益 当期未処分利益 当期における未処分損益

本部 本部
北海道東北地区事務所 北海道東北地区事務所
関東地区事務所 関東地区事務所
東海北陸地区事務所 東海北陸地区事務所
近畿中国四国地区事務所 近畿中国四国地区事務所
九州地区事務所 九州地区事務所
北海道 北海道
札幌北辰 札幌北辰
登別 登別
仙台 仙台
仙台南 仙台南
秋田 秋田
二本松 二本松
うつのみや うつのみや
群馬中央 群馬中央
さいたま北部 さいたま北部
埼玉 埼玉
千葉 千葉
船橋中央 船橋中央
東京高輪 東京高輪
東京新宿 東京新宿
東京山手 東京山手
東京城東 東京城東
東京蒲田 東京蒲田
横浜中央 横浜中央
横浜保土ヶ谷 横浜保土ヶ谷
相模野 相模野
湯河原 湯河原
高岡ふしき 高岡ふしき
金沢 金沢
福井勝山 福井勝山
若狭高浜 若狭高浜
山梨 山梨
可児とうのう 可児とうのう
桜ヶ丘 桜ヶ丘
三島 三島

損益外利息費用累計額 特定償却資産の資産除去債務にかかる時の経過による利息費用相当額

利益剰余金 利益剰余金

本支店勘定 本部

北海道東北地区

関東地区

東海北陸地区



大科目 中科目 集計小科目 小科目 明細科目 説明
中京 中京
四日市羽津 四日市羽津
滋賀 滋賀
京都鞍馬口 京都鞍馬口
大阪 大阪
大阪みなと 大阪みなと
星ヶ丘 星ヶ丘
神戸中央 神戸中央
大和郡山 大和郡山
玉造 玉造
下関 下関
徳山中央 徳山中央
りつりん りつりん
宇和島 宇和島
高知西 高知西
九州 九州
久留米 久留米
福岡ゆたか 福岡ゆたか
佐賀中部 佐賀中部
伊万里松浦 伊万里松浦
諫早 諫早
熊本 熊本
人吉 人吉
天草中央 天草中央
南海 南海
湯布院 湯布院
宮崎江南 宮崎江南

近畿中国四国地区

九州地区



作成日　平成　年　月　日　時　分

施　設　名 科目 No.          1
税区分

自分

月 日 （相手科目名称） （伝票番号） 相手

差 引 残 高

総   勘   定   元   帳

○○病院

　年 摘要 借 方 金 額 貸 方 金 額

様式１〔第８条第２項第１号関係〕



施設名　○○病院 ○月度
自 平成　年　月　日  至 平成　年　月　日 作成日 平成　年　月　日　時　分　1頁

当月残高 借方発生 科目名称 当月残高
現金
小口現金
現金過不足
普通預金
当座預金
通知預金
定期預金
別段預金
有価証券
医業未収金
健診未収金
訪問看護事業未収金
貸倒引当金(医業未収金)
施設運営事業未収金
在宅介護支援ｾﾝﾀｰ未収金
地域包括支援ｾﾝﾀｰ未収金
保養収益未収金
貸倒引当金(施設未収金)
未収補助金
その他未収金
貸倒引当金(未収金)(△)
医薬品
診療材料
介護療養材料
利用者等材料
給食用材料
医療消耗器具備品
介護療養消耗器具備品
消耗器具備品
燃料
その他貯蔵品
前払費用
未収収益
本部短期貸付金
施設短期貸付金
年内回収本部長期貸付金
年内回収施設長期貸付金
前渡金
仮払金
立替金
未収消費税等
短期貸付金
貸倒引当金(短期貸付金)
役員短期貸付金
従業員短期貸付金
その他流動資産
流動資産
建物(取得)
建物(債務)
建物附属設備(取得)
建物附属設備(債務)
建物減価償却累計(取△)
建物減価償却累計(債△)
建物附属減価累計(取△)
建物附属減価累計(債△)
建物減損損失累計(取△)
建物減損損失累計(債△)
建物附属減損累計(取△)
建物附属減損累計(債△)

(単位：　円)

10104
10105

10103

21304
21303

合計残高試算表

コード 貸方発生
10101
10102

10106
10107
10108
11101
14101
14102
14103
14201
14301
14302
14303
14304
14401
14501
14502
14601
16101
16201
16301
16302
16401
16501
16502
16503

21302
21301
21204
21203
21202
21201

102104
102103
101102
101101

19009
19008
19007
19006
19005
19004
19003
19002
19001
18104
18103
18102
18101
17101
16901
16505
16504

様式２〔第８条第２項第２号関係〕



○○病院 ﾍﾟｰｼﾞ：  1

2013/00　    勘定科目：

伝票区分

現金出納簿

仕訳日 伝票№ 摘要 債権者又債務者 入金 出金 残高

様式３〔第８条第２項第３号関係〕

確　　認



○○病院 ﾍﾟｰｼﾞ：  1

2013/00　    勘定科目：　　　　　　　　　　　　　　細目：

伝票区分 摘要 債権者又債務者 入金 出金 残高

預金出納簿

仕訳日 伝票№

様式４〔第８条第２項第３号関係〕

確　　認



固定資産台帳
施設名[0000] ○○病院 作成日　○○○○年○月○日　00時　00分
自　年　月　日　　至　年　月　日 1頁

契約コード

科　　　　　　目
構　　　　　　造
細　　　　　　目
部　　　　　　門
経　　　　　　費
設 置　 場　所
申 　　告　 　先
集 計 ｸﾞ ﾙ ｰ ﾌﾟ
稟 議 書 N o .
備　   　　　　考
減 損 実 施 日

8

7

6

5

4

3

2

価　　額
経  費  区  分 設 置 場 所 申　告　先

備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

1

期 末 累 計 額

履歴No.
年　　月　　日 事 　由 部　　門 数　量

減 損 累 計 額
期 末 簿 価

当 期 償 却 額
減 損 損 失 額

償 却 基 礎 ・ 改 定 額
当 期 減 少 金 額

取 得 価 額
期 首 簿 価

償 却 率
残 存 率

償 却 方 法
耐 用 年 数

会　計　計　算 法　人　税　計　算 管　理　会　計 そ　の　他

償　却　不　足　額
財源区分 取得時振替額

取得年月日 償　却　超　過　額
供用年月日

減損ｸﾞﾙｰﾌﾟ 減損実施日 減損ｸﾞﾙｰﾌﾟ

画像出力欄

購入先

旧リース区分

資産名称

様式５〔第８条第２項第３号関係〕



固定資産台帳
施設名[0000] ○○病院 1頁
自　年　月　日　　至　年　月　日

契約コード

科　　　　　　目
構　　　　　　造
細　　　　　　目
部　　　　　　門
経　　　　　　費
設 置　 場　所
申 　　告　 　先
集 計 ｸﾞ ﾙ ｰ ﾌﾟ
稟 議 書 N o .
備　   　　　　考
減 損 実 施 日

損益内/損益外

購入先

取得時振替額
供用年月日 償　却　不　足　額
財源区分

償 却 率

償 却 方 法

取 得 価 額

耐 用 年 数

償 却 基 礎 ・ 改 定 額

残 存 率

当 期 償 却 額

期 首 簿 価

減 損 累 計 額

当 期 減 少 金 額

期 末 累 計 額

減 損 損 失 額

価　　額
経  費  区  分

期 末 簿 価

資産名称

契 約 番 号 
特定収入仕入

減損ｸﾞﾙｰﾌﾟ 減損実施日 減損ｸﾞﾙｰﾌﾟ

取得年月日 償　却　超　過　額

会　計　計　算 法　人　税　計　算

履歴No.
年　　月　　日 事 　由 部　　門 数　量

設 置 場 所 申　告　先
備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

1

2

3

4

5

6

7

8

様式５の２〔第８条第２項第３号関係〕



固定資産台帳
施設名[0000] ○○病院 2頁
自　年　月　日　　至　年　月　日

契約コード

除　去　費　用 当期償却額
計 算 タ イ プ 期末帳簿価額
区　　　　　分 償却累計額

資産名称

年　　月　　日 割　引　率 耐用年数 償却方法 除去費用計上額 当期減少金額
費　　　　　　　　　　用　　　　　　　　　　名　　　　　　　　　　称 期首帳簿価額 当期減損損失
法　　定　　規　　制　　等　　の　　区　　分 除去費用見積金額 償却基礎額 減損損失累計



作成日　○○○○年○月○日　00時00分

施設名：○○病院 ﾍﾟｰｼﾞ　　　　1

予算差引簿
　　　 　 部門：

　　　　　集計小科目：　　　　　　　　　　　　　　　　　　小科目：　　　　　　　　　　　　　　　　　勘定科目：

　　　年

月 日 （伝票区分） （伝票番号）
摘　　　要 税区分 年次計画額 執行済額 差引額

様式６〔第８条第２項第４号関係〕



振　　替　　伝　　票

施設名　○○病院
平成　　年　　月　　日 受付番号 No.

金　　　　　額 借　　　　　　方 摘　　　　　　　　要 貸　　　　　　方 金　　　　　額

合　　　　　　　　　　　　計

様式７〔第９条第２項関係〕



（単位：千円）

金　　　　額

収入
長期借入金等
業務収入
その他収入

計

支出
業務経費

診療業務経費
介護業務経費
教育業務経費
その他業務経費

施設整備費
借入金償還
支払利息
その他支出

計

平成○○年度予算実施計画

区　　　　　　　　　　分

様式８〔第１１条第１項関係〕



（単位：千円）

金　　　　額

収益の部
診療業務収益

医業収益
研究収益
その他診療業務収益

介護業務収益
介護収益
その他介護業務収益

教育業務収益
看護師等養成所収益
その他教育業務収益

その他経常収益
財務収益
その他

臨時利益

費用の部
診療業務費

人件費
材料費
諸経費
減価償却費

介護業務費
人件費
材料費
諸経費
減価償却費

教育業務費
人件費
諸経費
減価償却費

一般管理費
 人件費

諸経費
減価償却費

その他経常費用
財務費用
その他

臨時損失

総利益(損失)
目的積立金取崩額

　 収支差

平成○○年度収支計画

区　　　　　　　　　　分

様式９〔第１１条第１項関係〕



（単位：千円）

金　　　　額

資金収入
業務活動による収入

診療業務による収入
介護業務による収入
教育業務による収入
その他の収入

投資活動による収入
その他の収入

財務活動による収入
債券発行による収入
長期借入による収入
その他の収入

資金支出
業務活動による支出

診療業務による支出
介護業務による支出
教育業務による支出
その他の支出

投資活動による支出
有形固定資産の取得による支出
その他の支出

財務活動による支出
債券の償還による支出
長期借入金の返済による支出
その他の支出

翌年度への繰越金

平成○○年度資金計画

区　　　　　　　　　　分

様式１０〔第３３条関係〕



資産の部
Ⅰ　流動資産

現金及び預金 ×××
有価証券 ×××
医業未収金 ×××

貸倒引当金 ××× ×××
未収金 ×××

貸倒引当金 ××× ×××
医薬品 ×××
診療材料 ×××
給食用材料 ×××
貯蔵品 ×××
前払費用 ×××
未収収益 ×××
その他流動資産 ×××

流動資産合計 ×××

Ⅱ　固定資産
１　有形固定資産

建物 ×××
減価償却累計額 ××× ×××

構築物 ×××
減価償却累計額 ××× ×××

医療用器械備品 ×××
減価償却累計額 ××× ×××

その他器械備品 ×××
減価償却累計額 ××× ×××

車両 ×××
減価償却累計額 ××× ×××

放射性同位元素 ×××
減価償却累計額 ××× ×××

土地 ×××
建設仮勘定 ×××
その他有形固定資産 ×××

減価償却累計額 ××× ×××
有形固定資産合計 ×××

２　無形固定資産
借地権 ×××
ソフトウェア ×××
特許権 ×××
電話加入権 ×××
その他無形固定資産 ×××

無形固定資産合計 ×××

３　投資その他の資産
長期定期預金 ×××
投資有価証券 ×××
破産更生債権等 ×××

貸倒引当金 ××× ×××
債権発行差金 ×××
災害備蓄在庫 ×××
その他投資資産 ×××

投資その他の資産合計 ×××
固定資産合計 ×××

資産合計 ×××

貸借対照表
（平成○○年３月３１日）

様式１１〔第６１条第２項第１号関係〕



負債の部
Ⅰ　流動負債

預り補助金等 ×××
預り寄附金 ×××
短期借入金 ×××
一年以内償還地域医療機能推進機構債券 ×××
一年以内償還地域医療機能推進機構債券発行差額（△） ×××
一年以内返済長期借入金 ×××
買掛金 ×××
未払金 ×××
一年以内支払リース債務 ×××
未払費用 ×××
未払消費税等 ×××
預り金 ×××
引当金

賞与引当金 ×××
その他流動負債 ×××

流動負債合計 ×××

Ⅱ　固定負債
資産見返負債

資産見返補助金等 ×××
資産見返寄附金 ××× ×××

長期預り寄附金 ×××
地域医療機能推進機構債券 ×××
地域医療機能推進機構債券発行差額（△）
長期借入金 ×××
リース債務 ×××
引当金

退職給付引当金 ××× ×××
その他固定負債 ×××

固定負債合計 ×××
負債合計 ×××

純資産の部
Ⅰ　資本金

政府出資金 ×××
資本金合計 ×××

Ⅱ　資本剰余金
資本剰余金 ×××
損益外減価償却累計額(－) －×××
損益外減損損失累計額(－) －×××
損益外利息費用累計額(－) －×××

資本剰余金合計 ×××

Ⅲ　利益剰余金(又は繰越欠損金)
前期中期目標期間繰越積立金 ×××
○○積立金 ×××
積立金 ×××
当期未処分利益(又は当期未処理損失) ×××
（うち当期総利益(又は当期総損失) ××× )

利益剰余金(又は繰越欠損金)合計 ×××
純資産合計 ×××

負債純資産合計 ×××

（記載上の注意）
　１　法令等に基づき、又は資産・負債・資本の状態を明らかにするため必要があるときは、
　　この様式に掲げてある科目を細分化し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記
　　載すること。
　２　平成１１年４月２７日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の
　　会計に関する研究の成果として公表された基準に基づき、必要な会計基準を注記する。



Ⅰ　業務費用
損益計算書上の費用

診療業務費 ×××
介護業務費 ×××
教育業務費 ×××
一般管理費 ×××
その他経常費用 ×××
臨時損失 ××× ×××

（控除）
医業収益 －×××
研究収益 －×××
介護収益 －×××
看護師等養成所収益 －×××
その他業務収益 －×××
その他経常収益 －×××
臨時利益 －××× －×××

　　 業務費用合計 ×××

Ⅱ　損益外減価償却相当額
損益外減価償却相当額 ×××
損益外固定資産除却相当額 ××× ×××

Ⅲ　損益外減損損失相当額 ×××

Ⅳ　損益外利息費用相当額 ×××

Ⅴ　引当外退職給付増加見積額 ×××

Ⅵ　機会費用
国有財産無償使用の機会費用 ×××
……………………の機会費用 ×××
政府出資等の機会費用 ×××
無利子融資取引の機会費用 ××× ×××

Ⅶ　（控除）国庫納付額 －×××

Ⅷ　行政サービス実施コスト ×××

行政サービス実施コスト計算書
（平成〇〇年４月１日～平成〇〇年３月３１日）

様式１２(第６１条第２項第５号関係)
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