
報告第１２号

株式会社本宮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、株式会社本宮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
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（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．流動資産流動資産流動資産流動資産

現現現現 金金金金 及及及及 びびびび 預預預預 金金金金 76,711,47276,711,47276,711,47276,711,472 買買買買 掛掛掛掛 金金金金 2,742,7682,742,7682,742,7682,742,768

売売売売 掛掛掛掛 金金金金 435,637435,637435,637435,637 未未未未 払払払払 金金金金 2,146,4002,146,4002,146,4002,146,400

棚棚棚棚 卸卸卸卸 資資資資 産産産産 合合合合 計計計計 1,436,3061,436,3061,436,3061,436,306 預預預預 りりりり 金金金金 5,419,0305,419,0305,419,0305,419,030

前前前前 払払払払 費費費費 用用用用 493,656493,656493,656493,656 仮仮仮仮 受受受受 金金金金 8,192,2278,192,2278,192,2278,192,227

未　　　収　　　金　　　未　　　収　　　金　　　未　　　収　　　金　　　未　　　収　　　金　　　 224,625224,625224,625224,625 未未未未 払払払払 費費費費 用用用用 12,444,27312,444,27312,444,27312,444,273

流動資産合計流動資産合計流動資産合計流動資産合計 79,301,69679,301,69679,301,69679,301,696 未未未未 払払払払 給給給給 与与与与 6,134,9306,134,9306,134,9306,134,930

Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．固定資産固定資産固定資産固定資産 未未未未 払払払払 法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 71,00071,00071,00071,000

　(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 流動負債合計流動負債合計流動負債合計流動負債合計 37,150,62837,150,62837,150,62837,150,628

建建建建 物物物物 9,345,7479,345,7479,345,7479,345,747 37,150,62837,150,62837,150,62837,150,628

構構構構 築築築築 物物物物 442,857442,857442,857442,857

工工工工具具具具及及及及びびびび器器器器具具具具備備備備品品品品 4,692,8154,692,8154,692,8154,692,815

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 △ 14,086,350△ 14,086,350△ 14,086,350△ 14,086,350   (1) 資本金  (1) 資本金  (1) 資本金  (1) 資本金 10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000

　 小　     計　 小　     計　 小　     計　 小　     計 395,069395,069395,069395,069   (2) 利益剰余金  (2) 利益剰余金  (2) 利益剰余金  (2) 利益剰余金

　(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 利利利利 益益益益 準準準準 備備備備 金金金金 2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000

電電電電 話話話話 加加加加 入入入入 権権権権 152,880152,880152,880152,880 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 30,209,01730,209,01730,209,01730,209,017

　(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 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 30,209,01730,209,01730,209,01730,209,017

出出出出 資資資資 金金金金 10,00010,00010,00010,000 　 小　     計　 小　     計　 小　     計　 小　     計 32,709,01732,709,01732,709,01732,709,017

    固定資産合計固定資産合計固定資産合計固定資産合計 557,949557,949557,949557,949 株主資本合計株主資本合計株主資本合計株主資本合計 42,709,01742,709,01742,709,01742,709,017

42,709,01742,709,01742,709,01742,709,017

79,859,64579,859,64579,859,64579,859,645 79,859,64579,859,64579,859,64579,859,645

株主資本株主資本株主資本株主資本

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

第１８期事業年度株式会社本宮貸借対照表第１８期事業年度株式会社本宮貸借対照表第１８期事業年度株式会社本宮貸借対照表第１８期事業年度株式会社本宮貸借対照表

純資産の部純資産の部純資産の部純資産の部

負負負負 債債債債 合合合合 計計計計

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

流動負債流動負債流動負債流動負債

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
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（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．売上高売上高売上高売上高 備備備備 品品品品 消消消消 耗耗耗耗 品品品品 費費費費 5,294,6295,294,6295,294,6295,294,629

入入入入 浴浴浴浴 受受受受 託託託託 売売売売 上上上上 高高高高 120,861,118120,861,118120,861,118120,861,118 事事事事 務務務務 用用用用 消消消消 耗耗耗耗 品品品品 費費費費 1,041,5461,041,5461,041,5461,041,546

飲飲飲飲 食食食食 売売売売 上上上上 高高高高 73,992,62973,992,62973,992,62973,992,629 地地地地 代代代代 家家家家 賃賃賃賃 2,574,2972,574,2972,574,2972,574,297

入入入入 浴浴浴浴 備備備備 品品品品 売売売売 上上上上 高高高高 2,985,7812,985,7812,985,7812,985,781 修修修修 繕繕繕繕 費費費費 6,236,3416,236,3416,236,3416,236,341

自自自自 販販販販 機機機機 売売売売 上上上上 高高高高 1,944,3621,944,3621,944,3621,944,362 保保保保 険険険険 料料料料 688,060688,060688,060688,060

販販販販 売売売売 品品品品 売売売売 上上上上 高高高高 333,334333,334333,334333,334 保保保保 守守守守 費費費費 29,294,28829,294,28829,294,28829,294,288

福福福福祉祉祉祉施施施施設設設設管管管管理理理理受受受受託託託託料料料料収収収収入入入入 40,607,41640,607,41640,607,41640,607,416 減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 費費費費 484,213484,213484,213484,213

そそそそ のののの 他他他他 収収収収 入入入入 10,274,25010,274,25010,274,25010,274,250 支支支支 払払払払 手手手手 数数数数 料料料料 268,501268,501268,501268,501

売上高合計売上高合計売上高合計売上高合計 250,998,890250,998,890250,998,890250,998,890 通通通通 信信信信 交交交交 通通通通 費費費費 1,297,3611,297,3611,297,3611,297,361

Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．売上原価売上原価売上原価売上原価 販販販販 売売売売 促促促促 進進進進 費費費費 2,521,2722,521,2722,521,2722,521,272

期期期期 首首首首 棚棚棚棚 卸卸卸卸 高高高高 1,580,3791,580,3791,580,3791,580,379 リリリリ ーーーー スススス 料料料料 2,918,3162,918,3162,918,3162,918,316

入入入入 浴浴浴浴 関関関関 係係係係 仕仕仕仕 入入入入 高高高高 1,647,4941,647,4941,647,4941,647,494 管管管管 理理理理 諸諸諸諸 費費費費 259,062259,062259,062259,062

飲飲飲飲 食食食食 関関関関 係係係係 仕仕仕仕 入入入入 高高高高 30,434,38230,434,38230,434,38230,434,382 研研研研 修修修修 費費費費 4,7004,7004,7004,700

自自自自 販販販販 機機機機 仕仕仕仕 入入入入 高高高高 1,202,2371,202,2371,202,2371,202,237 雑雑雑雑 費費費費 38,12938,12938,12938,129

販販販販 売売売売 品品品品 仕仕仕仕 入入入入 高高高高 167,365167,365167,365167,365 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 216,232,294216,232,294216,232,294216,232,294

期期期期 末末末末 棚棚棚棚 卸卸卸卸 高高高高 △ 1,436,306△ 1,436,306△ 1,436,306△ 1,436,306 当期営業利益金当期営業利益金当期営業利益金当期営業利益金 1,171,0451,171,0451,171,0451,171,045

売上原価合計売上原価合計売上原価合計売上原価合計 33,595,55133,595,55133,595,55133,595,551 Ⅳ．Ⅳ．Ⅳ．Ⅳ．営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 217,403,339217,403,339217,403,339217,403,339 受受受受 取取取取 利利利利 息息息息 割割割割 引引引引 料料料料 17,15117,15117,15117,151

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 受受受受 取取取取 配配配配 当当当当 金金金金 400400400400

役役役役 員員員員 報報報報 酬酬酬酬 3,270,0003,270,0003,270,0003,270,000 雑雑雑雑 収収収収 入入入入 295,109295,109295,109295,109

従従従従 業業業業 員員員員 給給給給 与与与与 75,166,08175,166,08175,166,08175,166,081 緊緊緊緊 急急急急 修修修修 繕繕繕繕 収収収収 入入入入 4,311,4204,311,4204,311,4204,311,420

従従従従 業業業業 員員員員 賞賞賞賞 与与与与 7,686,5027,686,5027,686,5027,686,502 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 4,624,0804,624,0804,624,0804,624,080

厚厚厚厚 生生生生 費費費費 1,200,5291,200,5291,200,5291,200,529 Ⅴ．Ⅴ．Ⅴ．Ⅴ．営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用

法法法法 定定定定 福福福福 利利利利 費費費費 8,081,5488,081,5488,081,5488,081,548 緊緊緊緊 急急急急 修修修修 繕繕繕繕 支支支支 出出出出 4,311,4204,311,4204,311,4204,311,420

広広広広 告告告告 宣宣宣宣 伝伝伝伝 費費費費 3,665,2613,665,2613,665,2613,665,261 寄寄寄寄 附附附附 金金金金 30,000,00030,000,00030,000,00030,000,000

発発発発 送送送送 配配配配 達達達達 費費費費 5,4025,4025,4025,402 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 34,311,42034,311,42034,311,42034,311,420

入入入入 浴浴浴浴 消消消消 耗耗耗耗 品品品品 5,373,5255,373,5255,373,5255,373,525 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 △ 28,516,295△ 28,516,295△ 28,516,295△ 28,516,295

接接接接 待待待待 交交交交 際際際際 費費費費 81,00081,00081,00081,000 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 0000

燃燃燃燃 料料料料 費費費費 65,59165,59165,59165,591 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 △ 28,516,295△ 28,516,295△ 28,516,295△ 28,516,295

通通通通 勤勤勤勤 手手手手 当当当当 2,018,5582,018,5582,018,5582,018,558 法法法法人人人人税税税税、、、、住住住住民民民民税税税税及及及及びびびび事事事事業業業業税税税税 73,69973,69973,69973,699

水水水水 道道道道 光光光光 熱熱熱熱 費費費費 56,657,08256,657,08256,657,08256,657,082

租租租租 税税税税 公公公公 課課課課 40,50040,50040,50040,500 当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 金金金金 △ 28,589,994△ 28,589,994△ 28,589,994△ 28,589,994

科   目科   目科   目科   目 金   額金   額金   額金   額

第１８期事業年度株式会社本宮損益計算書第１８期事業年度株式会社本宮損益計算書第１８期事業年度株式会社本宮損益計算書第１８期事業年度株式会社本宮損益計算書

科   目科   目科   目科   目 金   額金   額金   額金   額

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
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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 10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 0000 10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000

前期末残高前期末残高前期末残高前期末残高 2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 0000 2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000

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 58,799,01158,799,01158,799,01158,799,011

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 △ 28,589,994△ 28,589,994△ 28,589,994△ 28,589,994 30,209,01730,209,01730,209,01730,209,017

前期末残高前期末残高前期末残高前期末残高 61,299,01161,299,01161,299,01161,299,011

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 △ 28,589,994△ 28,589,994△ 28,589,994△ 28,589,994 32,709,01732,709,01732,709,01732,709,017

前期末残高前期末残高前期末残高前期末残高 71,299,01171,299,01171,299,01171,299,011

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 △ 28,589,994△ 28,589,994△ 28,589,994△ 28,589,994 42,709,01742,709,01742,709,01742,709,017

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 71,299,01171,299,01171,299,01171,299,011

当期変動額当期変動額当期変動額当期変動額 △ 28,589,994△ 28,589,994△ 28,589,994△ 28,589,994 42,709,01742,709,01742,709,01742,709,017

第１８期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書第１８期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書第１８期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書第１８期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

株主資本株主資本株主資本株主資本

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

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

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

科　　目科　　目科　　目科　　目

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

期末残高期末残高期末残高期末残高増減額増減額増減額増減額

（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）
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----4444----    

第第第第１９１９１９１９期事業年度期事業年度期事業年度期事業年度株式会社本宮事業計画株式会社本宮事業計画株式会社本宮事業計画株式会社本宮事業計画     

    

平成３１平成３１平成３１平成３１年４月１日～平成年４月１日～平成年４月１日～平成年４月１日～平成３２３２３２３２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     

    

    株式会社本宮は、株式会社本宮は、株式会社本宮は、株式会社本宮は、常常常常に快適な空間づくりを追及し、事業活動を通じて、お客に快適な空間づくりを追及し、事業活動を通じて、お客に快適な空間づくりを追及し、事業活動を通じて、お客に快適な空間づくりを追及し、事業活動を通じて、お客

様の健康の増進様の健康の増進様の健康の増進様の健康の増進と癒しに貢献します。と癒しに貢献します。と癒しに貢献します。と癒しに貢献します。     

    

    

実施事業実施事業実施事業実施事業     

    

１１１１    浴場浴場浴場浴場の管理運営の管理運営の管理運営の管理運営    

２２２２    飲食飲食飲食飲食店店店店の経営の経営の経営の経営    

３３３３    ふれあい交流館及びふれあい交流館及びふれあい交流館及びふれあい交流館及び附属附属附属附属施設施設施設施設のののの管理管理管理管理    

４４４４    福祉センター及び障害者入浴施設の管理福祉センター及び障害者入浴施設の管理福祉センター及び障害者入浴施設の管理福祉センター及び障害者入浴施設の管理    

５５５５    １号１号１号１号源泉源泉源泉源泉及び２号源泉を含む温泉施設の及び２号源泉を含む温泉施設の及び２号源泉を含む温泉施設の及び２号源泉を含む温泉施設の管理管理管理管理    

６６６６    飲食料飲食料飲食料飲食料品品品品の販売の販売の販売の販売    

７７７７    不動産不動産不動産不動産のののの管理管理管理管理    

８８８８    前前前前各号に附帯する一切の事業各号に附帯する一切の事業各号に附帯する一切の事業各号に附帯する一切の事業    

        

        

    

    

    

    

    

    

    

    



----5555----    

第第第第１１１１９９９９期事業年度期事業年度期事業年度期事業年度株式会社本宮事業収支予算株式会社本宮事業収支予算株式会社本宮事業収支予算株式会社本宮事業収支予算     

    

平成３１平成３１平成３１平成３１年４月１日～平成年４月１日～平成年４月１日～平成年４月１日～平成３２３２３２３２年３月３１日年３月３１日年３月３１日年３月３１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     

売売売売    上上上上    高高高高     ２２２２６０，０７０６０，０７０６０，０７０６０，０７０     指定指定指定指定管理料、管理料、管理料、管理料、飲食飲食飲食飲食売上等売上等売上等売上等     

収収収収    入入入入    合合合合    計計計計     ２６０，０７０２６０，０７０２６０，０７０２６０，０７０         

    

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 原売 上 原売 上 原売 上 原 価価価価        ３２，３２，３２，３２，３８０３８０３８０３８０     飲食仕入等飲食仕入等飲食仕入等飲食仕入等     

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    ２１９，６８７２１９，６８７２１９，６８７２１９，６８７     従業員給与、水道光熱費等従業員給与、水道光熱費等従業員給与、水道光熱費等従業員給与、水道光熱費等     

支支支支    出出出出    合合合合    計計計計     ２２２２５２，０６７５２，０６７５２，０６７５２，０６７         

    

（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             ８８８８，００３，００３，００３，００３         

    


