
医療法人事業報告書情報 

 

(株)ネオステージが提供する医療法人情報です。医療法人から提出された事業報告書を各都道府県から収集

し、事業報告書に記載された情報をデータ化して収録しています。データ化した情報を PDF 形式のファイ

ルで提供いたします。 

・全国の大規模病院経営の法人からクリニック経営の法人までを収録 

・法人単位の財務情報(直近 3 期分まで、収益/資産) 

・法人ごとの医療施設情報一覧（名称/病床数/診療科目）など 

 

>収録内容 

医療法人の事業報告書（財産目録の一部、貸借対照表、損益計算書も含む） 

地方厚生局の医療機関情報 

 

>収録件数 

全国の医療法人 約 50,000 法人 

 

>更新 

年 1 回提出された事業報告書を取得次第、月 1 回更新 

 

>提供内容 

【基本情報】 

法人番号※1/名称/所在地/法人区分/出資持分/基金制度/認可年月日/など 

【役員及び評議員情報】※2 

役職(理事長･理事･評議員･監事など)/氏名 

【本来業務情報】※3 

種類(病院･診療所･介護老人保健施設など)/名称/開設場所/病床数･定員数 

診療科目/医師人数/電話番号など（地方厚生局医療機関情報を一部収録） 

【附帯業務情報】 

医療に付随する業務に関する事業の情報 

例：通所介護事業、訪問看護ステーション、在宅介護支援事業、看護学校、など 

 事業名/実施場所など 

【貸借対照表】※4 

【損益計算書】※4 

 

<以下ご了承下さい> 

※1 法人番号について： 

・国税庁発表の法人番号です。事業報告書の法人名･住所と、法人番号情報の法人名･住所を紐づけていま

す。紐づけができない場合は空欄となります。 

 

※2 役員及び評議員情報について： 

社会医療法人と特定医療法人は記載義務がございますが、それ以外の医療法人は任意記載となります。医



療法人によっては情報が無い場合がございます。 

 

※3 本来業務情報について： 

・事業報告書に記載された情報をそのまま収録しておりますが、下記のような場合がございます。 

-業務種類や病床数･定員数の記載が無い 

-業務種類に病院と記載されているが、病床数が 20 床未満の医療施設 

-業務種類に診療所と記載されているが、病床数が 20 床以上の医療施設 

-業務種類に病院と記載されているが、施設名称は｢〜診療所｣｢〜歯科｣｢〜美容整形外科｣等の医療施設 

 

・病院･診療所における以下の項目については、事業報告書の情報ではなく地方厚生局の医療機関情報を表

示しています。事業報告書に記載されている医療施設に、地方厚生局の医療機関情報を可能な限り紐づけ

て収録しています。紐づけができないため空欄になっている場合もございます。 

また、病院･診療所以外の施設(介護老人保健施設など)は、医療機関情報の対象ではないため空欄となりま

す。 

 電話番号/開設場所/開設者名/管理者名/医師常勤数･非常勤数/指定年月日/診療科目 

 (紐づけができない場合、開設場所については事業報告書の記載情報を表示します) 

  

※4 貸借対照表と損益計算書について： 

・①サマリー情報②明細情報の２つの形式を収録しております。 

①医療法人によってそれぞれ勘定科目が異なりますが、サマリー情報においては勘定科目及び数値の名

寄せをおこなっています。 

②は原本そのままの勘定科目及び数値です。名寄せをしていない、原本情報については｢貸借対照表明細｣

と｢損益計算書明細｣をご参照ください。明細情報では詳細な勘定科目及び数値をご確認いただけます。 

 

・病院や介護老人保健施設を開設している医療法人と、診療所のみを開設している医療法人では、基本的

に提出様式が異なるため、勘定科目の数が異なります（診療所のみを開設している医療法人は科目数が少

ない）。 

 

・原本の情報にしたがって勘定科目および数値を収録しておりますが、例えば貸借対照表において「資産

合計と負債・純資産合計の数値が一致しない」、損益計算書において「当期純利益の数値が、そこに至るま

での過程の計算値と合致しない」などのような場合がございます。 

 

・決算期の変更によって、会計期間が 1 年間未満という場合がございます。 

 

・医療法人によっては各決算期が連続して表示されない場合や、貸借対照表のみ（もしくは損益計算書の

み）表示される場合がございます。要因として以下の状況が想定されます。 

-管轄自治体においてデータ欠損が生じている法人（落丁や破損） 

-管轄自治体に開示請求しているが、弊社に提示がされていない法人 

 

そのほか： 

・いずれの項目も、事業報告書に記載された情報をそのままデータ化しています。 



  記載の無い項目については空欄になります。 

 

・事業報告書における難読文字や判読不可能の文字は、｢$｣表記とさせて頂いております。 



(株)ネオステージ 医療法人事業報告書情報【サンプル】医療法人情報 - サマリー
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医療法人情報 Neostage

法人番号: 1000000000000 平成28年（2016年）3月期時点

東京都千代田区＊＊＊1-1-1 【本来業務 １】

医療法人サンプル会 日経病院

病院 03-＊＊＊＊-＊＊＊＊

〒101-＊＊＊＊　東京都千代田区＊＊＊1-1-1

【基本情報】

社団 あり その他 不採用 医療法人サンプル会　理事長 日経太郎 日経一郎

昭和42年（1967年）1月1日 昭和42年（1967年）3月1日 5名 30名 平成21年（2009年）6月1日

部分的に法人所有（部分的に賃借） 部分的に法人所有（部分的に賃借） 内 呼内 呼外 心外

【役員及び評議員】 50 30

1 理事長 日経太郎 【本来業務 2】

2 理事 日経一郎 日経病院 院長 日経クリニック

3 理事 日経二郎 日経クリニック 院長 診療所 03-＊＊＊＊-＊＊＊＊

4 理事 日経三郎 武蔵野クリニック 院長 〒101-＊＊＊＊　東京都千代田区＊＊＊2-2-2

5 理事 日経花子

6 監事 山田一郎 医療法人サンプル会　理事長 日経太郎 日経二郎

※役員及び評議員が10名を超える場合は、別紙「役員及び評議員リスト」をご参照ください 1名 1名 平成21年（2009年）6月1日

内

【附帯業務】 【本来業務 3】

1 居宅介護支援事業 ケアホーム日経

東京都武蔵野市＊＊＊1-1-1 介護老人保健施設

〒180-＊＊＊＊　東京都武蔵野市＊＊＊1-1-1

2 訪問看護ステーション

東京都武蔵野市＊＊＊1-1-1

3 デイサービスこすもす

東京都千代田区＊＊＊1-1-1

通所介護事業 100 30

※附帯業務が3業務を超える場合は、別紙「附帯業務リスト」をご参照ください ※本来業務が3施設を超える場合は、別紙「本来業務リスト」をご参照ください

備考

種類又は事業名

実施場所

備考

種類又は事業名

実施場所

備考

種類又は事業名

実施場所

非常勤数(計)

管理者名

指定年月日

電話番号

管理者名

開設場所

開設者名

常勤数(計)

診療科目

病床数

常勤数(計)

診療科目

病床数

施設名

業務種類

電話番号

施設名

業務種類

開設場所

開設者名

診療科目

病床数

非常勤数(計)

電話番号

管理者名

指定年月日

施設名

業務種類

開設場所

開設者名

常勤数(計)

建物土地

認可年月日

役職 役員名 備考

法人区分 出資持分 法人分類 基金制度

登記年月日

通所一般 療養 精神 その他 入所

通所

一般 療養 精神 その他 入所 通所

一般 療養 精神 その他 入所

指定年月日非常勤数(計)

©2019 Neostage Inc. All rights reserved.



(株)ネオステージ 医療法人事業報告書情報

医療法人情報 Neostage

法人番号: 1000000000000 平成28年（2016年）3月期時点

東京都千代田区＊＊＊1-1-1 【本来業務 １】

医療法人サンプル会 日経病院

病院 03-＊＊＊＊-＊＊＊＊

〒101-＊＊＊＊　東京都千代田区＊＊＊1-1-1

【基本情報】

社団 あり その他 不採用 医療法人サンプル会　理事長 日経太郎 日経一郎

昭和42年（1967年）1月1日 昭和42年（1967年）3月1日 5名 30名 平成21年（2009年）6月1日

部分的に法人所有（部分的に賃借） 部分的に法人所有（部分的に賃借） 内 呼内 呼外 心外

【役員及び評議員】 50 30

1 理事長 日経太郎 【本来業務 2】

2 理事 日経一郎 日経病院 院長 日経クリニック

3 理事 日経二郎 日経クリニック 院長 診療所 03-＊＊＊＊-＊＊＊＊

4 理事 日経三郎 武蔵野クリニック 院長 〒101-＊＊＊＊　東京都千代田区＊＊＊2-2-2

5 理事 日経花子

6 監事 山田一郎 医療法人サンプル会　理事長 日経太郎 日経二郎

※役員及び評議員が10名を超える場合は、別紙「役員及び評議員リスト」をご参照ください 1名 1名 平成21年（2009年）6月1日

内

【附帯業務】 【本来業務 3】

1 居宅介護支援事業 ケアホーム日経

東京都武蔵野市＊＊＊1-1-1 介護老人保健施設

〒180-＊＊＊＊　東京都武蔵野市＊＊＊1-1-1

2 訪問看護ステーション

東京都武蔵野市＊＊＊1-1-1

3 デイサービスこすもす

東京都千代田区＊＊＊1-1-1

通所介護事業 100 30

※附帯業務が3業務を超える場合は、別紙「附帯業務リスト」をご参照ください ※本来業務が3施設を超える場合は、別紙「本来業務リスト」をご参照ください

備考

種類又は事業名

実施場所

備考

種類又は事業名

実施場所

備考

種類又は事業名

実施場所

非常勤数(計)

管理者名

指定年月日

電話番号

管理者名

開設場所

開設者名

常勤数(計)

診療科目

病床数

常勤数(計)

診療科目

病床数

施設名

業務種類

電話番号

施設名

業務種類

開設場所

開設者名

診療科目

病床数

非常勤数(計)

電話番号

管理者名

指定年月日

施設名

業務種類

開設場所

開設者名

常勤数(計)

建物土地

認可年月日

役職 役員名 備考

法人区分 出資持分 法人分類 基金制度

登記年月日

通所一般 療養 精神 その他 入所

通所

一般 療養 精神 その他 入所 通所

一般 療養 精神 その他 入所

指定年月日非常勤数(計)

【データの見方】医療法人情報 - サマリー

2

【基本情報】

法人番号
国税庁発表の法人番号
※事業報告書の法人名･住所によって紐づけしていますが、紐づけができない場合は空欄

認可年月日 県の設立認可書に記載されている日付

登記年月日 登記簿に記載されている設立登記の日付

土地 土地について… 法人所有/賃借/部分的に法人所有(部分的に賃借)

建物 建物について… 法人所有/賃借/部分的に法人所有(部分的に賃借)

法人区分 財団 もしくは 社団

出資持分 出資持分あり もしくは 出資持分なし

法人分類
右記のいずれか 社会医療法人/特別医療法人/特定医療法人/
出資額限度法人/その他/(空欄の場合もあり)

基金制度 採用 もしくは 不採用

【役員及び評議員】

役職 理事長、理事、評議員、監事など

役員名 役員の氏名

備考 備考欄に記載されている情報

※社会医療法人と特別医療法人及び特定医療法人以外は記載が任意のため、空欄の場合があります

【本来業務】病院、診療所、介護老人保健施設の経営について

業務種類 病院、診療所、介護老人保健施設など ※事業報告書に記載されている情報そのまま

施設名 施設の名称

電話番号
地方厚生局が公表している医療機関情報。
事業報告書の本来業務情報に、医療機関情報を可能な限り紐づけをおこなって、
医療機関情報を収録しています。

・なお、事業報告書の本来業務情報と地方厚生局医療機関情報との
紐づけができないため、これらの情報が空欄という場合がございます。
（この場合、開設場所については事業報告書の記載情報を表示します）

・介護老人保健施設などの病院･診療所以外の施設は、
地方厚生局医療機関情報の対象ではないため空欄となります。

開設場所

開設者名

管理者名

常勤数(計)

指定年月日

診療科目

一般 一般病床の病床数（急性期疾患の治療、回復を目的とした病床）

療養 療養病床の病床数（長期療養を目的とした病床）

精神 精神病床の病床数（精神疾患を有する患者を入院させるための病床）

入所 介護老人保健施設の入所定員数（要介護者が入所して介護サービスを受ける施設）

通所 介護老人保健施設の通所定員数（日帰りで介護サービスを受ける施設）

【附帯業務】医療に付随する業務に関する事業について
例：通所介護事業、訪問看護ステーション、在宅介護支援事業、看護学校、など

種類又は事業名 事業名称や施設名称など

実施場所 業務をおこなっている所在地

備考 備考欄に記載されている情報

・いずれの項目も、事業報告書に記載された情報をそのままデータ化しています。
記載の無い項目については空欄としています。

・事業報告書における難読文字や判読不可能の文字は、｢$｣表記とさせて頂いております。

・｢本来業務｣の情報について、事業報告書に記載された情報をそのまま収録しておりますが、
下記のような場合がございます。
-業務種類や病床･定員数の記載が無い
-業務種類が病院だが、病床数が20床未満の医療施設
-業務種類が診療所だが、病床数が20床以上の医療施設
-業務種類に｢病院｣と記載されているが、名称は｢〜診療所｣｢〜歯科｣｢〜整形外科｣等の医療施設

©2019 Neostage Inc. All rights reserved.



(株)ネオステージ 医療法人事業報告書情報【サンプル】貸借対照表･損益計算書 - サマリー

3

Neostage

医療法人サンプル会

【貸借対照表】 (単位：円) 【損益計算書】 (単位：円)

本来業務事業損益

流動資産 事業収益

固定資産 事業費用

　有形固定資産 事業利益

　無形固定資産 附帯業務事業損益

　その他の資産 事業収益

資産合計 事業費用

事業利益

流動負債 事業利益

固定負債 事業外収益

負債合計 事業外費用

経常利益

資本金 特別利益

資本剰余金 特別損失

利益剰余金 税引前当期純利益

評価換算差額等 法人税住民税及び事業税

基金 当期純利益

出資金

積立金

純資産合計

負債･純資産合計

※各決算期が連続して表示されていない場合、以下の状況が想定されます。あらかじめご了承ください。

・管轄自治体においてデータ欠損が生じている法人（落丁や破損）

・管轄自治体に開示請求しているが、弊社に提示がされていない法人

負債の部

純資産の部

54,151,000

-121,005,000

2,743,000

-123,748,000

6,324,000

59,873,000

133,051,000

-66,854,000

平成28年

（2016年）3月

2,713,450,000

資産の部

 176,043,000

830,665,000

4,514,663,000

4,473,534,000

4,099,000

平成28年

（2016年）3月

2,731,350,000

-17,900,000

164,592,000

140,368,000

24,224,000

37,030,000

5,345,328,000

 1,046,563,000

 3,180,283,000

 4,226,846,000

 1,118,482,000

 5,345,328,000

 942,439,000

©2019 Neostage Inc. All rights reserved.



(株)ネオステージ 医療法人事業報告書情報

Neostage

医療法人サンプル会

【貸借対照表】 (単位：円) 【損益計算書】 (単位：円)

本来業務事業損益

流動資産 事業収益

固定資産 事業費用

　有形固定資産 事業利益

　無形固定資産 附帯業務事業損益

　その他の資産 事業収益

資産合計 事業費用

事業利益

流動負債 事業利益

固定負債 事業外収益

負債合計 事業外費用

経常利益

資本金 特別利益

資本剰余金 特別損失

利益剰余金 税引前当期純利益

評価換算差額等 法人税住民税及び事業税

基金 当期純利益

出資金

積立金

純資産合計

負債･純資産合計

※各決算期が連続して表示されていない場合、以下の状況が想定されます。あらかじめご了承ください。

・管轄自治体においてデータ欠損が生じている法人（落丁や破損）

・管轄自治体に開示請求しているが、弊社に提示がされていない法人

負債の部

純資産の部

54,151,000

-121,005,000

2,743,000

-123,748,000

6,324,000

59,873,000

133,051,000

-66,854,000

平成28年

（2016年）3月

2,713,450,000

資産の部

 176,043,000

830,665,000

4,514,663,000

4,473,534,000

4,099,000

平成28年

（2016年）3月

2,731,350,000

-17,900,000

164,592,000

140,368,000

24,224,000

37,030,000

5,345,328,000

 1,046,563,000

 3,180,283,000

 4,226,846,000

 1,118,482,000

 5,345,328,000

 942,439,000

【データの見方】貸借対照表･損益計算書 - サマリー
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【貸借対照表】【損益計算書】

・直近3期分を表示

・貸借対照表･損益計算書については、サマリー情報と明細情報の２つの形式があります。

・このサマリー情報においては、固定のフォーマットに勘定科目及び数値の名寄せを
おこなっています。
原本の情報については、後半の明細情報｢貸借対照表明細｣｢損益計算書明細｣をご参照ください。
原本そのままの情報で、詳細な勘定科目および数値をご確認いただけます。
（例：貸借対照表における｢流動資産｣の内訳）

・病院や介護老人保健施設を開設している医療法人と、診療所のみを開設している医療法人では、
基本的に提出様式が異なるため、勘定科目の数が異なります
（診療所のみを開設している医療法人は科目数が少ない）。

・原本の情報にしたがって勘定科目および数値を収録しておりますが、
例えば貸借対照表において「資産合計と負債・純資産合計の数値が一致しない」、
損益計算書において「当期純利益の数値が、そこに至るまでの過程の計算値と合致しない」、
という場合がございます。

・決算期変更のため、会計期間が1年間未満という場合がございます。

・各決算期が連続して表示されていない場合、以下の状況が想定されます。
あらかじめご了承ください。
-管轄自治体においてデータ欠損が生じている法人（落丁や破損）
-管轄自治体に開示請求しているが、弊社に提示がされていない法人
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(株)ネオステージ 医療法人事業報告書情報【サンプル】役員及び評議員リスト
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Neostage

【役員及び評議員リスト】 医療法人サンプル会

平成28年（2016年）3月期時点

1 理事長 日経太郎

2 理事 日経一郎 日経病院 院長

3 理事 日経二郎 日経クリニック 院長

4 理事 日経三郎 武蔵野クリニック 院長

5 理事 日経花子

6 監事 山田一郎

No 役職 役員名 備考

©2019 Neostage Inc. All rights reserved.



(株)ネオステージ 医療法人事業報告書情報【サンプル】本来業務リスト
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Neostage

【本来業務リスト】 医療法人サンプル会

平成28年（2016年）3月期時点

〒101-＊＊＊＊　東京都千代田区＊＊＊1-1-1 03-＊＊＊＊-＊＊＊＊

医療法人サンプル会　理事長 日経太郎 日経一郎

〒101-＊＊＊＊　東京都千代田区＊＊＊2-2-2 03-＊＊＊＊-＊＊＊＊

医療法人サンプル会　理事長 日経太郎 日経二郎

〒180-＊＊＊＊　東京都武蔵野市＊＊＊1-1-1

〒180-＊＊＊＊　東京都武蔵野市＊＊＊1-1-1 042-＊＊＊-＊＊＊＊

医療法人サンプル会　理事長 日経太郎 日経三郎

1名

4

診療所

武蔵野クリニック

内 平成26年（2014年）10月1日

施設名 開設者名

診療科目 指定年月日 常勤数 (計) 非常勤数 (計) 一般 療養 精神

1

50 30

病院

日経病院

内 呼内 呼外 心外

業務種類 開設場所 電話番号

管理者名開設者名施設名

診療科目 指定年月日

平成21年（2009年）6月1日 5名 30名

1名

2

診療所

日経クリニック

内

100

3

介護老人保健施設

ケアホーム日経

平成21年（2009年）6月1日 1名

業務種類 開設場所 電話番号

業務種類

常勤数 (計) 非常勤数 (計) 通所入所その他精神療養一般

30

施設名 開設者名 管理者名

施設名 開設者名 管理者名

開設場所 電話番号

業務種類 開設場所 電話番号

療養 精神 その他 入所 通所

その他 入所 通所

管理者名

診療科目 指定年月日 常勤数 (計) 非常勤数 (計) 一般 療養 精神 その他 入所 通所

診療科目 指定年月日 常勤数 (計) 非常勤数 (計) 一般



(株)ネオステージ 医療法人事業報告書情報【サンプル】附帯業務リスト
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Neostage

【附帯業務リスト】 医療法人サンプル会

平成28年（2016年）3月期時点

1 居宅介護支援事業 東京都武蔵野市＊＊＊1-1-1

2 訪問看護ステーション 東京都武蔵野市＊＊＊1-1-1

3 デイサービスこすもす 東京都千代田区＊＊＊1-1-1 通所介護事業

4 デイサービスあさひ 東京都千代田区＊＊＊3-3-3 通所介護事業

実施場所種類又は事業名 備考No
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(株)ネオステージ 医療法人事業報告書情報

Neostage

【貸借対照表明細】

(単位：円)

科目 金額 科目 金額

流動資産 830,665,000 流動負債  1,046,563,000

現金及び預金 225,640,000 買掛金  53,460,000

医業未収金 433,418,000 未払金  171,674,000

薬品 7,466,000 短期借入金  726,734,000

貯蔵品 282,000 未払法人税等  610,000

短期貸付金 51,958,000 預り金  24,252,000

仮払金 81,067,000 仮受金  1,008,000

未収入金 22,354,000 入院保証金  19,550,000

前払費用 8,480,000 賞与引当金  43,578,000

未収消費税 未払消費税  5,691,000

固定資産 4,514,663,000 前受金  6,000

有形固定資産 4,473,534,000 固定負債  3,180,283,000

建物 2,585,836,000 長期借入金  2,793,433,000

建物付属設備 607,733,000 長期未払金  386,850,000

構築物 116,245,000 負債合計  4,226,846,000

医療機械 503,000

器具備品 220,872,000 科目 金額

車両 7,642,000 出資金  176,043,000

書画骨董 5,187,000 利益剰余金  942,439,000

電話設備 7,000 繰越利益剰余金  942,439,000

一括償却資産 918,000 純資産合計  1,118,482,000

土地 928,591,000

建設仮勘定

無形固定資産 4,099,000

電話加入権 796,000

ソフトウェア 70,000

水道施設利用権 3,233,000

投資その他の資産 37,030,000

出資金 600,000

差入保証金 119,000

敷金 750,000

生命保険積立金 8,377,000

長期前払費用 27,184,000

資産合計 5,345,328,000 負債・純資産合計  5,345,328,000

平成28年（2016年）3月期決算

資産の部 負債の部

純資産の部

Neostage

【損益計算書明細】

(単位：円)

科目 金額

事業損益

本来業務事業損益

事業収益 2,713,450,000

事業費用 2,731,350,000

事業費

本部費

本来業務事業利益 -17,900,000

附帯業務事業損益

事業収益 164,592,000

事業費用 140,368,000

附帯業務事業利益 24,224,000

事業利益 6,324,000

事業外収益

受取利息 53,000

保険解約益

補助金等収入 905,000

雑収入 58,915,000 59,873,000

事業外費用

支払利息 67,621,000

雑損失 65,430,000 133,051,000

経常利益 -66,854,000

固定資産除却損 54,151,000

税引前当期純利益 -121,005,000

法人税・住民税及び事業税 2,743,000

当期純利益 -123,748,000

平成28年（2016年）3月期決算

【サンプル】貸借対照表明細･損益計算書明細
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・病院もしくは介護老人保健施設を開設している医療法人の例です。
・診療所のみを開設している医療法人の場合は、勘定科目がこれよりも少ない様式となります。


