
報告第１１号

豊川市開発ビル株式会社の経営状況について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、豊川市開発ビル株式会社の経営状況について、別冊のとおり報告する。

令和元年８月２６日提出

豊川市長 山 脇 実



豊豊豊豊川市開発ビル株式会社経営状況報告書川市開発ビル株式会社経営状況報告書川市開発ビル株式会社経営状況報告書川市開発ビル株式会社経営状況報告書

        



ⅠⅠⅠⅠ.... 流動資産流動資産流動資産流動資産 Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．流動負債流動負債流動負債流動負債

現現現現 金金金金 及及及及 びびびび 預預預預 金金金金 103,414,327103,414,327103,414,327103,414,327 買買買買 掛掛掛掛 金金金金 406,505406,505406,505406,505

貯貯貯貯 蔵蔵蔵蔵 品品品品 6,498,3056,498,3056,498,3056,498,305 未未未未 払払払払 金金金金 11,565,74711,565,74711,565,74711,565,747

立立立立 替替替替 金金金金 1,351,9491,351,9491,351,9491,351,949 仮仮仮仮 受受受受 金金金金 24,730,59624,730,59624,730,59624,730,596

未未未未 収収収収 入入入入 金金金金 20,460,54720,460,54720,460,54720,460,547 前前前前 受受受受 金金金金 12,126,37212,126,37212,126,37212,126,372

前前前前 払払払払 費費費費 用用用用 3,340,8993,340,8993,340,8993,340,899 従従従従 業業業業 員員員員 等等等等 預預預預 りりりり 金金金金 376,818376,818376,818376,818

売売売売 上上上上 立立立立 替替替替 金金金金 374,342374,342374,342374,342 売売売売 上上上上 預預預預 りりりり 金金金金 等等等等 15,810,07115,810,07115,810,07115,810,071

前前前前 払払払払 金金金金 51,400,00051,400,00051,400,00051,400,000 法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 充充充充 当当当当 金金金金 182,500182,500182,500182,500

貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金 △ 133,000△ 133,000△ 133,000△ 133,000 流動負債合計流動負債合計流動負債合計流動負債合計 65,198,60965,198,60965,198,60965,198,609

流動資産合計流動資産合計流動資産合計流動資産合計 186,707,369186,707,369186,707,369186,707,369 Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．固定負債固定負債固定負債固定負債

ⅡⅡⅡⅡ．．．．固定資産固定資産固定資産固定資産 長長長長 期期期期 借借借借 入入入入 金金金金 2,366,133,0002,366,133,0002,366,133,0002,366,133,000

(1) 有形固定資産(1) 有形固定資産(1) 有形固定資産(1) 有形固定資産 預預預預 りりりり 敷敷敷敷 金金金金 263,366,506263,366,506263,366,506263,366,506

建建建建 物物物物 2,843,674,1742,843,674,1742,843,674,1742,843,674,174 固定負債合計固定負債合計固定負債合計固定負債合計 2,629,499,5062,629,499,5062,629,499,5062,629,499,506

建建建建 物物物物 付付付付 属属属属 設設設設 備備備備 741,977,726741,977,726741,977,726741,977,726 2,694,698,1152,694,698,1152,694,698,1152,694,698,115

構構構構 築築築築 物物物物 37,849,27037,849,27037,849,27037,849,270

什什什什 器器器器 備備備備 品品品品 61,741,16161,741,16161,741,16161,741,161 株主資本株主資本株主資本株主資本

土土土土 地地地地 1,479,117,2071,479,117,2071,479,117,2071,479,117,207 (1) 資本金(1) 資本金(1) 資本金(1) 資本金 78,000,00078,000,00078,000,00078,000,000

リリリリ ーーーー スススス 資資資資 産産産産 83,202,33683,202,33683,202,33683,202,336 (2) 利益剰余金(2) 利益剰余金(2) 利益剰余金(2) 利益剰余金

減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 累累累累 計計計計 額額額額 △ 2,152,248,988△ 2,152,248,988△ 2,152,248,988△ 2,152,248,988 利利利利 益益益益 準準準準 備備備備 金金金金 9,722,0009,722,0009,722,0009,722,000

　 小　     計　 小　     計　 小　     計　 小　     計 3,095,312,8863,095,312,8863,095,312,8863,095,312,886 そそそそのののの他他他他利利利利益益益益剰剰剰剰余余余余金金金金 499,772,940499,772,940499,772,940499,772,940

(2) 無形固定資産(2) 無形固定資産(2) 無形固定資産(2) 無形固定資産 別 途 積 立 金別 途 積 立 金別 途 積 立 金別 途 積 立 金 500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000

電電電電 話話話話 加加加加 入入入入 権権権権 72,80072,80072,80072,800 繰越利益剰余金繰越利益剰余金繰越利益剰余金繰越利益剰余金 △ 227,060△ 227,060△ 227,060△ 227,060

(3) 投資その他の資産(3) 投資その他の資産(3) 投資その他の資産(3) 投資その他の資産 　 小　     計　 小　     計　 小　     計　 小　     計 509,494,940509,494,940509,494,940509,494,940

出出出出 資資資資 金金金金 50,00050,00050,00050,000 株主資本合計株主資本合計株主資本合計株主資本合計 587,494,940587,494,940587,494,940587,494,940

差差差差 入入入入 保保保保 証証証証 金金金金 50,00050,00050,00050,000 587,494,940587,494,940587,494,940587,494,940

　 小　     計　 小　     計　 小　     計　 小　     計 100,000100,000100,000100,000

固定資産合計固定資産合計固定資産合計固定資産合計 3,095,485,6863,095,485,6863,095,485,6863,095,485,686

3,282,193,0553,282,193,0553,282,193,0553,282,193,055 3,282,193,0553,282,193,0553,282,193,0553,282,193,055

純純純純 資資資資 産産産産 合合合合 計計計計

資資資資 産産産産 合合合合 計計計計 負負負負 債債債債 ・・・・ 純純純純 資資資資 産産産産 合合合合 計計計計

負負負負 債債債債 合合合合 計計計計

純資産の部純資産の部純資産の部純資産の部

第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社貸借対照表第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社貸借対照表第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社貸借対照表第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社貸借対照表

平成31年3月31日平成31年3月31日平成31年3月31日平成31年3月31日

（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

資産の部資産の部資産の部資産の部 負債の部負債の部負債の部負債の部
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金　額金　額金　額金　額 支支支支 払払払払 手手手手 数数数数 料料料料 576,288576,288576,288576,288

Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．売上高売上高売上高売上高 減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 費費費費 73,254,92473,254,92473,254,92473,254,924

賃賃賃賃 貸貸貸貸 料料料料 収収収収 入入入入 160,468,708160,468,708160,468,708160,468,708 新新新新 聞聞聞聞 図図図図 書書書書 費費費費 84,43484,43484,43484,434

売売売売 上上上上 歩歩歩歩 合合合合 賃賃賃賃 料料料料 57,365,93557,365,93557,365,93557,365,935 カカカカ ーーーー ドドドド 手手手手 数数数数 料料料料 1,196,2331,196,2331,196,2331,196,233

カカカカ ーーーー ドドドド 取取取取 扱扱扱扱 収収収収 入入入入 1,355,0331,355,0331,355,0331,355,033 業業業業 務務務務 委委委委 託託託託 料料料料 787,968787,968787,968787,968

駐駐駐駐 車車車車 場場場場 収収収収 入入入入 39,812,15039,812,15039,812,15039,812,150 設設設設 備備備備 等等等等 リリリリ ーーーー スススス 料料料料 1,089,1641,089,1641,089,1641,089,164

事事事事 業業業業 費費費費 収収収収 入入入入 36,422,61136,422,61136,422,61136,422,611 団団団団 体体体体 負負負負 担担担担 金金金金 311,400311,400311,400311,400

委委委委 託託託託 料料料料 収収収収 入入入入 29,139,33029,139,33029,139,33029,139,330 雑雑雑雑 費費費費 77,04077,04077,04077,040

催催催催 事事事事 場場場場 売売売売 上上上上 2,081,9012,081,9012,081,9012,081,901 販売費及び一般管理費合計販売費及び一般管理費合計販売費及び一般管理費合計販売費及び一般管理費合計 203,086,562203,086,562203,086,562203,086,562

自自自自 家家家家 発発発発 電電電電 収収収収 益益益益 等等等等 24,498,33724,498,33724,498,33724,498,337 当当当当 期期期期 営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 金金金金 25,601,84925,601,84925,601,84925,601,849

販販販販 売売売売 手手手手 数数数数 料料料料 収収収収 入入入入 1,491,6011,491,6011,491,6011,491,601 Ⅳ．Ⅳ．Ⅳ．Ⅳ．営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益

共共共共 益益益益 費費費費 収収収収 入入入入 53,897,79653,897,79653,897,79653,897,796 受受受受 取取取取 利利利利 息息息息 配配配配 当当当当 金金金金 5,7465,7465,7465,746

売上高合計売上高合計売上高合計売上高合計 406,533,402406,533,402406,533,402406,533,402 雑雑雑雑 収収収収 入入入入 2,777,7392,777,7392,777,7392,777,739

Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．売上原価売上原価売上原価売上原価 ＴＴＴＴ ＭＭＭＭ ＯＯＯＯ 事事事事 業業業業 収収収収 入入入入 12,239,00012,239,00012,239,00012,239,000

施施施施 設設設設 管管管管 理理理理 費費費費 154,051,150154,051,150154,051,150154,051,150 保保保保 険険険険 金金金金 収収収収 入入入入 5,300,3205,300,3205,300,3205,300,320

施施施施 設設設設 修修修修 繕繕繕繕 費費費費 1,673,7841,673,7841,673,7841,673,784 営業外収益合計営業外収益合計営業外収益合計営業外収益合計 20,322,80520,322,80520,322,80520,322,805

直直直直 営営営営 事事事事 業業業業 費費費費 22,120,05722,120,05722,120,05722,120,057 Ⅴ．Ⅴ．Ⅴ．Ⅴ．営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用

売上原価合計売上原価合計売上原価合計売上原価合計 177,844,991177,844,991177,844,991177,844,991 支支支支 払払払払 利利利利 息息息息 4,603,1534,603,1534,603,1534,603,153

売上総利益金売上総利益金売上総利益金売上総利益金 228,688,411228,688,411228,688,411228,688,411 消消消消 費費費費 税税税税 7,945,6007,945,6007,945,6007,945,600

Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費 ＴＴＴＴ ＭＭＭＭ ＯＯＯＯ 事事事事 業業業業 費費費費 12,856,73012,856,73012,856,73012,856,730

役役役役 員員員員 報報報報 酬酬酬酬 6,000,0006,000,0006,000,0006,000,000 営営営営 業業業業 外外外外 修修修修 繕繕繕繕 費費費費 5,179,9755,179,9755,179,9755,179,975

給給給給 料料料料 手手手手 当当当当 32,645,60032,645,60032,645,60032,645,600 貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金 繰繰繰繰 入入入入 133,000133,000133,000133,000

賞賞賞賞 与与与与 手手手手 当当当当 5,484,7005,484,7005,484,7005,484,700 雑雑雑雑 損損損損 失失失失 1,957,6431,957,6431,957,6431,957,643

法法法法 定定定定 福福福福 利利利利 費費費費 5,541,8525,541,8525,541,8525,541,852 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 除除除除 却却却却 損損損損 2,217,6302,217,6302,217,6302,217,630

福福福福 利利利利 厚厚厚厚 生生生生 費費費費 1,823,3161,823,3161,823,3161,823,316 預預預預 りりりり 保保保保 証証証証 金金金金 利利利利 息息息息 400,000400,000400,000400,000

広広広広 告告告告 宣宣宣宣 伝伝伝伝 費費費費 106,920106,920106,920106,920 営業外費用合計営業外費用合計営業外費用合計営業外費用合計 35,293,73135,293,73135,293,73135,293,731

設設設設 備備備備 保保保保 安安安安 費費費費 665,280665,280665,280665,280 当当当当 期期期期 経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 金金金金 10,630,92310,630,92310,630,92310,630,923

旅旅旅旅 費費費費 交交交交 通通通通 費費費費 11,89011,89011,89011,890 Ⅵ．Ⅵ．Ⅵ．Ⅵ．特別利益特別利益特別利益特別利益

接接接接 待待待待 交交交交 際際際際 費費費費 273,664273,664273,664273,664 貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金 戻戻戻戻 入入入入 益益益益 155,000155,000155,000155,000

テテテテ ナナナナ ンンンン トトトト 協協協協 力力力力 費費費費 1,847,0151,847,0151,847,0151,847,015 特別利益合計特別利益合計特別利益合計特別利益合計 155,000155,000155,000155,000

通通通通 信信信信 費費費費 840,092840,092840,092840,092 Ⅶ．Ⅶ．Ⅶ．Ⅶ．特別損失特別損失特別損失特別損失

水水水水 道道道道 光光光光 熱熱熱熱 費費費費 9,155,6089,155,6089,155,6089,155,608 ああああ りりりり 方方方方 委委委委 員員員員 費費費費 用用用用 3,682,3403,682,3403,682,3403,682,340

租租租租 税税税税 公公公公 課課課課 30,567,28330,567,28330,567,28330,567,283 特別損失合計特別損失合計特別損失合計特別損失合計 3,682,3403,682,3403,682,3403,682,340

消消消消 耗耗耗耗 品品品品 費費費費 1,453,1711,453,1711,453,1711,453,171

事事事事 務務務務 費費費費 1,890,0001,890,0001,890,0001,890,000 税税税税 引引引引 前前前前 当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益金金金金 7,103,5837,103,5837,103,5837,103,583

賃賃賃賃 借借借借 料料料料 22,549,22022,549,22022,549,22022,549,220 法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 充充充充 当当当当 額額額額 182,500182,500182,500182,500

保保保保 険険険険 料料料料 4,853,5004,853,5004,853,5004,853,500 当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 金金金金 6,921,0836,921,0836,921,0836,921,083

第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社損益計算書第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社損益計算書第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社損益計算書第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社損益計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日平成30年4月1日～平成31年3月31日平成30年4月1日～平成31年3月31日平成30年4月1日～平成31年3月31日

（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

科　目科　目科　目科　目
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摘　要摘　要摘　要摘　要 備　　考備　　考備　　考備　　考

前期末残高前期末残高前期末残高前期末残高 78,000,00078,000,00078,000,00078,000,000

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 0000 78,000,00078,000,00078,000,00078,000,000

前期末残高前期末残高前期末残高前期末残高 9,722,0009,722,0009,722,0009,722,000

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 0000 9,722,0009,722,0009,722,0009,722,000

任任任任 意意意意 積積積積 立立立立 金金金金 前期末残高前期末残高前期末残高前期末残高 500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 0000 500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000

繰繰繰繰越越越越利利利利益益益益剰剰剰剰余余余余金金金金 前期末残高前期末残高前期末残高前期末残高 △ 7,148,143△ 7,148,143△ 7,148,143△ 7,148,143

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 金金金金 6,921,0836,921,0836,921,0836,921,083 △ 227,060△ 227,060△ 227,060△ 227,060

前期末残高前期末残高前期末残高前期末残高 502,573,857502,573,857502,573,857502,573,857

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 6,921,0836,921,0836,921,0836,921,083 509,494,940509,494,940509,494,940509,494,940

前期末残高前期末残高前期末残高前期末残高 580,573,857580,573,857580,573,857580,573,857

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 6,921,0836,921,0836,921,0836,921,083 587,494,940587,494,940587,494,940587,494,940

摘　要摘　要摘　要摘　要 備　　考備　　考備　　考備　　考

前期末残高前期末残高前期末残高前期末残高 580,573,857580,573,857580,573,857580,573,857

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 6,921,0836,921,0836,921,0836,921,083 587,494,940587,494,940587,494,940587,494,940

第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社株主資本等変動計算書第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社株主資本等変動計算書第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社株主資本等変動計算書第３１期事業年度豊川市開発ビル株式会社株主資本等変動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日平成30年4月1日～平成31年3月31日平成30年4月1日～平成31年3月31日平成30年4月1日～平成31年3月31日

　　　　　　  　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　  　　　　

株主資本合計　　　　　　　　　 　株主資本合計　　　　　　　　　 　株主資本合計　　　　　　　　　 　株主資本合計　　　　　　　　　 　（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

科　　目科　　目科　　目科　　目 増減額増減額増減額増減額 期末残高期末残高期末残高期末残高

資資資資 本本本本 金金金金

利利利利

益益益益

剰剰剰剰

余余余余

金金金金

利利利利 益益益益 準準準準 備備備備 金金金金

そそそそ のののの 他他他他 利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金 合合合合 計計計計

純純純純 資資資資 産産産産 合合合合 計計計計

株株株株 主主主主 資資資資 本本本本 合合合合 計計計計

純資産合計　　　　　　　　　 　純資産合計　　　　　　　　　 　純資産合計　　　　　　　　　 　純資産合計　　　　　　　　　 　（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

科　　目科　　目科　　目科　　目 増減額増減額増減額増減額 期末残高期末残高期末残高期末残高
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第３第３第３第３２２２２期事業年度豊川市開発ビル株式会社事業計画期事業年度豊川市開発ビル株式会社事業計画期事業年度豊川市開発ビル株式会社事業計画期事業年度豊川市開発ビル株式会社事業計画     

    

平成平成平成平成３１３１３１３１年４月１日～年４月１日～年４月１日～年４月１日～平成３平成３平成３平成３２２２２年３月３１日年３月３１日年３月３１日年３月３１日     

    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

    

豊川市開発ビル株式会社は、豊川市開発ビル株式会社は、豊川市開発ビル株式会社は、豊川市開発ビル株式会社は、これまでの経営これまでの経営これまでの経営これまでの経営上上上上の問題点を改善し、の問題点を改善し、の問題点を改善し、の問題点を改善し、健全かつ健全かつ健全かつ健全かつ

効率的な経営を目指効率的な経営を目指効率的な経営を目指効率的な経営を目指しししします。ます。ます。ます。     

経営改善経営改善経営改善経営改善に際しては、に際しては、に際しては、に際しては、これまで実践してきた経費削減の検証を行う中で、更これまで実践してきた経費削減の検証を行う中で、更これまで実践してきた経費削減の検証を行う中で、更これまで実践してきた経費削減の検証を行う中で、更

に効率的な経費執行に努めるとともに、に効率的な経費執行に努めるとともに、に効率的な経費執行に努めるとともに、に効率的な経費執行に努めるとともに、新たな収入の確保新たな収入の確保新たな収入の確保新たな収入の確保に向けた様々な取りに向けた様々な取りに向けた様々な取りに向けた様々な取り

組みを実践することにより、収益率の向上組みを実践することにより、収益率の向上組みを実践することにより、収益率の向上組みを実践することにより、収益率の向上をををを図りながら図りながら図りながら図りながら、行政を始め、行政を始め、行政を始め、行政を始めとした関とした関とした関とした関

係団体の係団体の係団体の係団体の支援を支援を支援を支援を得る中で得る中で得る中で得る中で、、、、魅力的で集魅力的で集魅力的で集魅力的で集客効果が見込める店舗誘致を進め客効果が見込める店舗誘致を進め客効果が見込める店舗誘致を進め客効果が見込める店舗誘致を進め、、、、経営経営経営経営

状況の改善状況の改善状況の改善状況の改善を進めますを進めますを進めますを進めます。。。。     

また、本また、本また、本また、本市におけるＴＭＯとし市におけるＴＭＯとし市におけるＴＭＯとし市におけるＴＭＯとして、て、て、て、中心市街地の商業等の中心市街地の商業等の中心市街地の商業等の中心市街地の商業等の更なる更なる更なる更なる活性化を推活性化を推活性化を推活性化を推

進してまいります。進してまいります。進してまいります。進してまいります。     

    

実施事業実施事業実施事業実施事業     

    

１１１１    不動産の売買不動産の売買不動産の売買不動産の売買及び及び及び及び賃貸借並びにその各仲介賃貸借並びにその各仲介賃貸借並びにその各仲介賃貸借並びにその各仲介     

２２２２    不動産の管理不動産の管理不動産の管理不動産の管理     

３３３３    駐車場の経営駐車場の経営駐車場の経営駐車場の経営及び及び及び及び管理管理管理管理     

４４４４    テナントに対する業種、テナントに対する業種、テナントに対する業種、テナントに対する業種、業態配置業態配置業態配置業態配置及び及び及び及び取扱商品に関連する調整及び管理取扱商品に関連する調整及び管理取扱商品に関連する調整及び管理取扱商品に関連する調整及び管理     

５５５５    テナントに対する販売促進に関する指導業務テナントに対する販売促進に関する指導業務テナントに対する販売促進に関する指導業務テナントに対する販売促進に関する指導業務     

６６６６    衣料品、雑貨、家具、家庭用品、衣料品、雑貨、家具、家庭用品、衣料品、雑貨、家具、家庭用品、衣料品、雑貨、家具、家庭用品、飲食料品、飲食料品、飲食料品、飲食料品、飲食サービス、飲食サービス、飲食サービス、飲食サービス、たばこ、テレたばこ、テレたばこ、テレたばこ、テレ     

フォンカードフォンカードフォンカードフォンカード及び及び及び及び切手の販売切手の販売切手の販売切手の販売並びに並びに並びに並びに音楽、演劇、スポーツ等各種催音楽、演劇、スポーツ等各種催音楽、演劇、スポーツ等各種催音楽、演劇、スポーツ等各種催しししし物物物物の入の入の入の入

場券場券場券場券及び及び及び及び宝くじの委託販売宝くじの委託販売宝くじの委託販売宝くじの委託販売                                                                                    

７７７７    損害保険代理業務損害保険代理業務損害保険代理業務損害保険代理業務     

８８８８    中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地におけるにおけるにおけるにおける都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体     

的に推進するための企画調査、市街地の整備改善、商業の活性化等の業務的に推進するための企画調査、市街地の整備改善、商業の活性化等の業務的に推進するための企画調査、市街地の整備改善、商業の活性化等の業務的に推進するための企画調査、市街地の整備改善、商業の活性化等の業務             

９９９９    前前前前各号に各号に各号に各号に附帯附帯附帯附帯する一切のする一切のする一切のする一切の事業事業事業事業
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第第第第３２３２３２３２期 事 業 年 度 豊 川 市 開 発 ビ ル 株 式 会 社 事 業 収 支 予期 事 業 年 度 豊 川 市 開 発 ビ ル 株 式 会 社 事 業 収 支 予期 事 業 年 度 豊 川 市 開 発 ビ ル 株 式 会 社 事 業 収 支 予期 事 業 年 度 豊 川 市 開 発 ビ ル 株 式 会 社 事 業 収 支 予 算算算算    

    

平成３１年４月１日～平成３平成３１年４月１日～平成３平成３１年４月１日～平成３平成３１年４月１日～平成３２２２２年３月３１年３月３１年３月３１年３月３１日日日日    

    

収入収入収入収入                                                                                                        （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）    

        勘勘勘勘     定定定定     科科科科     目目目目     当当当当    初初初初    予予予予    算算算算    額額額額    備備備備                                考考考考    

１１１１     売 上売 上売 上売 上 高高高高    ４１０４１０４１０４１０，０００，０００，０００，０００    家賃収入、共益費収入等家賃収入、共益費収入等家賃収入、共益費収入等家賃収入、共益費収入等    

２２２２     営営営営業外収益業外収益業外収益業外収益    １，０００１，０００１，０００１，０００    受取利息、雑収入等受取利息、雑収入等受取利息、雑収入等受取利息、雑収入等    

収収収収     入入入入     合合合合     計計計計     ４４４４１１１１１１１１，０００，０００，０００，０００        

    

支出支出支出支出                                                                                                        （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）    

        勘勘勘勘     定定定定     科科科科     目目目目     当当当当    初初初初    予予予予    算算算算    額額額額    備備備備                                考考考考    

１１１１     売上原価売上原価売上原価売上原価     １７１７１７１７６６６６，０００，０００，０００，０００    施設管理費等施設管理費等施設管理費等施設管理費等    

２２２２     販売費及び一般管理販売費及び一般管理販売費及び一般管理販売費及び一般管理費費費費    ２０２０２０２０７７７７，０００，０００，０００，０００    租税公課、賃借料等租税公課、賃借料等租税公課、賃借料等租税公課、賃借料等    

３３３３     営業外費営業外費営業外費営業外費用用用用                １９，１９，１９，１９，９９９９００００００００    支払利息等支払利息等支払利息等支払利息等    

支支支支     出出出出     合合合合     計計計計     ４０２４０２４０２４０２，，，，９９９９００００００００    

    

 

                                                                                                        （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）    

            経経経経     常常常常     利利利利     益益益益                     ８８８８，，，，１１１１００００００００    

 


