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芦屋市 企画部 マネジメント推進課 

マネジメント推進課事前調査報告書

対象施設：芦屋市営住宅等（以下，「市営住宅等」という。） 

1. 対象施設の概要 

所 在 地：芦屋市陽光町５番１号外 

指定管理者：日本管財株式会社（以下，「日本管財」という。） 

所 管 課：住宅課 

実 施 日：令和２年８月７日（金） 

2. 調査結果 

（1）指定管理業務の財務に関する調査の結果報告 

① 市営住宅等の令和元年度の収支状況に記載された各勘定科目金額を，日本管財の令

和元年度の合計残高試算表における指定管理部門の金額と突合した。市営住宅等と日

本管財は，会計単位が区分されており，市営住宅等の合計残高試算表と令和元年度の

収支状況に記載された各勘定科目金額が一致していることを確認した。

② 市営住宅等の令和元年度の収支状況に記載された各勘定科目金額が，日本管財の令和

元年度の合計残高試算表においてどのように算出されているかを質問により確かめ

た結果，市営住宅等と日本管財は，会計単位を区分しており，収入や支出が発生し

た都度，どちらの収支に該当するかを判断しているとのことであった。また，「人件

費」に市営住宅等に係る日本管財の管理部門の人件費等を「本部給与振替」として

計上し，負担させている。

③ 市営住宅等の令和元年度の収支状況のうち「人件費」，「連結送水管耐圧試験業務」，

「保険料」，「通信運搬費」，「樹木剪定等業務費」，「受水槽・高置水槽清掃業務」，「事

務用品費」，「各市営住宅等緊急事故受付業務費」，「旅費」，「庁舎使用料」，「消防設備

点検費」，「共同設備等機械管理費」，「エレベーター設備保守点検費」，「一般修繕費」，

「空家修繕費」について，市営住宅等の総勘定元帳と突合した結果，一致した。
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④ 市営住宅等の令和元年度の収支状況のうち「人件費」，「連結送水管耐圧試験業務」，

「保険料」，「通信運搬費」，「樹木剪定等業務費」，「受水槽・高置水槽清掃業務」，

「事務用品費」，「各市営住宅等緊急事故受付業務費」，「旅費」，「庁舎使用料」，「消

防設備点検費」，「共同設備等機械管理費」，「エレベーター設備保守点検費」，「一般

修繕費」，「空家修繕費」の総勘定元帳から市と合意した取引（無作為に合計18件）

を抽出し，日本管財から提示を受けた関連証憑との突合を行い，日付，金額，相手

先及び内容を確かめたところ，全て一致した。結果の詳細は，別添資料①を参照さ

れたい。

⑤ 指定管理者の管理する備品管理簿から市と合意した物品等（無作為に選定）を抽出

し現物確認を実施したところ，全て一致した。結果の詳細は，別添資料②を参照さ

れたい。

(2) 調査の過程で気付いた事項

① 市営住宅等の平成３１年度（令和元年度）事業計画書の予算として，平成２９年の

公募時の事業提案書で提示された同年度の予算をそのまま準用しているが，人員や

業務分担の変更等，提案時以降の状況変化により予算と実績に変動が生じている支

出項目（人件費，リース減価償却費，消防水利施設点検など）が見受けられた。上

記状況の変化について市と協議されているとのことだが，指定管理者は，市へ年度

の事業計画の都度予算書を作成して提示するとともに，状況の変化に伴う費目の変

動等について予算書に基づき協議を行うことが望ましい。

② 市営住宅等の令和元年度の収支状況の「人件費」に，市営住宅等に係る日本管財の

管理部門の人件費等を「本部給与振替」として計上し負担させているが，明確な計

上根拠が示されていない。指定管理者は「本部給与振替」の計上額の妥当性を担保

するため，計上根拠を提示することが望ましい。

③ 対象事業年度に設備更新し，貸与されたプリンターを確認したところ，現物に市の

資産であることを示す管理シール等の銘板が添付されていなかった。指定管理者の

資産には持込資産であることを示す管理シールが付されていたため，貸与資産との

区別はできる状況であったが，市の資産であることを明確化するためにも管理シー

ル等の銘板を添付する対応が望ましい。 
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指定管理者の決算推移

日本管財の貸借対照表及び活動計算書の２期推移（平成30年度～令和元年度）は以下の

とおりである。 

【貸借対照表】                              （単位：千円） 

No. 項目  平成 30 年度 令和元年度 

① 流動資産 26,023,702 30,698,833

うち現金預金 14,327,612 18,020,150

 固定資産 22,369,520 23,142,539

② 資産合計 48,393,222 53,841,372

③ 流動負債 9,841,659 10,627,351

 固定負債 3,689,706 2,769,559

負債合計 13,531,365 13,396,910

④ 純資産の部 34,861,857 40,444,462

うち資本剰余金 1,387,067 3,756,693

 うち利益剰余金 32,625,656 34,950,132

 うち自己株式 △4,422,737 △2,773,073

 うちその他有価証券評価差額金 2,249,044 1,510,710

 流動比率(①÷③) 264.4% 288.8%

 純資産比率(④÷②) 72.0% 75.1%

[補足] 

 令和元年度に純資産が増加した主な要因は，自己株式の処分に伴う資本 

剰余金の増加 2,369,626 千円，剰余金の配当（中間配当含む）△1,812, 

681 千円及び当期純利益 4,137,156 千円に伴う利益剰余金の増加 2,324, 

475 千円，自己株式の処分に伴う自己株式の減少 1,649,663 千円，その 

他有価証券評価差額金の減少△738,334 千円である。 
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【損益計算書】                              （単位：千円） 

No. 項目  平成 30 年度 令和元年度 

① 売上高 57,611,812 64,076,405

② 売上原価 46,511,610 52,149,482

③ 販売費及び一般管理費 7,544,154 8,316,583

営業利益 3,556,047 3,610,339

営業外収益 1,911,233 1,980,892

 営業外費用 92,544 130,119

経常利益 5,374,736 5,461,111

 特別利益 769,654 34,245

 特別損失 716,851 16,171

税引前当期純利益 5,427,539 5,479,185

法人税等 1,404,189 1,342,029

④ 当期純利益 4,023,350 4,137,156

利益率(④÷①) 6.9% 6.4%

販管費率（③÷②） 13.0% 12.9%

[補足] 

 売上高に指定管理料が含まれている。 

 平成 30 年度の特別利益は投資有価証券売却益，特別損失は退職給付制 

度改定損である。 
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別添資料① 

総勘定元帳 関連証憑 

勘定科目 日付 金額(円) 相手先 内容 名称 結果

人件費 2019 年度

※ 

42,876,970 - 2019 年度の人件費 賃金台帳 一致

連結送水管耐圧試験業務 20200331 226,000 甲南防災株式会社本社 連結送水管耐圧試験 請求書 一致

保険料 20190430 407,412 日本サービスマスター有限会社 55 期賠償保険料 請求書 一致

通信運搬費 20190830 112,947 スポット支払 日本郵便(株)芦屋郵便局 芦屋市

住宅管理 C 7 月分後納郵便料

請求書 一致

樹木剪定等業務費 20190531 2,258,000 為岡緑地建設株式会社本社 植栽管理業務 請求書 一致

樹木剪定等業務費 20191031 1,252,000 株式会社松浦造園土木 植栽管理業務 請求書 一致

受水槽・高置水槽清掃業務 20190531 658,000 有限会社ユーリーシステム 貯水槽清掃業務 請求書 一致

事務用品費 20190630 129,000 尼崎印刷株式会社本社 芦屋市営：別製洋型ｶﾏｽ封筒 請求書 一致

各市営住宅等緊急事故受付業

務費

20190430 60,000 日本住宅管理株式会社 緊急事故受付業務 請求書 一致

旅費 20191031 8,636 - 10/27 移動交通費(広末)※訪問及

び徴収業務 1ヶ月定期(芦屋地区)

旅費精算

書

一致

庁舎使用料 20190425 1,201,224 公共料金・賃借料等支払 芦屋市 2019.4 月芦屋市営事務所

使用料(H31 年度）

請求書 一致

消防設備点検費 20190731 1,130,000 甲南防災株式会社本社 消防設備点検業務 請求書 一致

消防設備点検費 20200131 1,130,000 甲南防災株式会社本社 消防設備点検業務 請求書 一致

共同設備等機械管理費 20190731 684,000 甲南防災株式会社本社 緊急通報システム点検業務 請求書 一致

エレベーター設備保守点検費 20190430 532,000 フジテック株式会社神戸支店 エレベーター設備点検業務 請求書 一致

一般修繕費 20200331 3,217,790 甲南防災株式会社本社 一般修繕 請求書 一致

空家修繕費 20200331 7,407,395 有限会社桝井建築事務所 原状回復工事 請求書 一致

空家修繕費 20190425 4,928,719 株式会社川北工務店 3月度空家修繕 請求書 一致

空家修繕費 20200331 2,352,000 株式会社三田工務店 原状回復工事 請求書 一致

※ 対象期間（平成31年4月1日から令和元年3月31日）に係る月次計上取引全件について関連証憑との照合を実施している。 
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別添資料②

備品番号 備品名 数量 確認結果

1 両袖デスク 1 現物を確認。

11 据置き金庫 1 現物を確認。

29 会議用テーブル 1 現物を確認。

38 車椅子カウンター 1 現物を確認。

43 デスクトップパネル 1 現物を確認。

44 A4 サイズ対応書庫 6 現物を確認。

51 折畳みテーブル 1 現物を確認。

54 冷蔵庫 1 現物を確認。

58 デスクトップ PC 8 現物を確認。

74 ミニキャブバン 1 現物を確認。

83 電話 2 現物を確認。

84 デスクトップ PC 5 現物を確認。

85 ノートパソコン 1 現物を確認。

86 プリンター 1
現物を確認。市では当該プリンターをサーバーの一部として管理しており， 

現物に市の資産であることを示す管理シール等の銘板は添付されていなかった。

87 縦型ブラインド 3 現物を確認。


