
経営概要書

法人名：

１ 法人の概要

２　H27年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(H28.7.1現在)　 (単位:人) ②職員数(H28.4.1現在)※ (単位:人)

区　分

正職員

常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （H27年度） 出向職員 歳

内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年

内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （H27年度）

計 （H27年度） 内、県関係者 千円

内、県関係者 千円

③理事会回数
平成26年度 平成27年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

※中小企業退職共済制度へ加入している。
＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５ 県の財政的関与の状況  (単位:千円)

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

472

△ 0.0

研修会、講習会等への参加人数（人）※H27年度追加目標
目標

年度末残
高

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、職員数には括弧
（内数）で表示している。

実績

生活衛生営業指導センター補助金

400 400

99 日本政策金融公庫融資に係る推薦事務委託

－

99

98.3% 98.2%

区　分 平成26年度 平成27年度 支出目的・対象事業概要等

年間支
出

14,722 14,920

引当率(%)

H26-27増減※

2620.0% 2476.3% △ 143.7
△ 0.5

項　目 算　式

△ 170 △ 268

△ 170 △ 268
退職給与引当状況

99.0% 98.6%
平成26年度 平成27年度

9,654 9,386

要支給額 引当額

9,824 9,555

人件費(事業費分含む) 11,844 12,041 4,344 4,076
△ 170 △ 268

1,780 1,644 5,310 5,310

18,612 170 169
1

受取補助金・受取負担金 15,222 15,420

15,779 16,968 5,310 5,310
17,559

2,165 2,922 170 169

1

5,370
受取会費・受取寄附金 9,824 9,555
基本財産・特定資産運用益 1 1 5,370

4 3

区　　分 平成26年度 平成27年度 区　　分 平成26年度 平成27年度
17,389 18,344 4,454 4,185

2,448

1 1 －

7 7 2 2 7 7

4(1) 4(1)

3(1) 3(1)

9.5

－

6 6 2 2 7 7

62.5

監　事

－

H27

1 1

区　分

1 1

理　事 H28

3(1) 3(1)

評議員
正職員

H27 H28 H27 H28 H27 H28 4(1) 4(1)
役員報酬

100 100
実績 92 92 92

実績 353 410

顧客満足度指数
目標 100 100

生活環境部生活衛生課

100.0%

秋田県理容生活衛生同業組合

－

相談件数（件）
目標 430 430 430 430

51.5%

秋田市 700

297 －

公益財団法人　秋田県生活衛生営業指導センター （公益　５）

代表者職氏名 理事長　山本　久博 所管部課名

合計 5,310

出資（出捐）比率（％）
秋田県 1,500 28.2%

376 7.1%
その他１４団体 2,734

事業概要
主に、各種経営相談・経営指導、生活衛生関係営業に関する講習会等、クリーニング師研修会及びクリーニング所の業務
従事者の講習会、日本政策金融公庫融資の指導、標準営業約款の登録推進等を行う。

13.2%

事業に関連する
法令、県計画

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

設立目的
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき、生活衛生関係営業の経営の健全化及び振興を通じて衛
生水準の維持向上を図り、併せて利用者及び消費者の利益の擁護を推進するための相談指導機関として設立された。

主な出資
（出捐）者

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円)

相談指導・後継者育成支援・健康福祉対策推進事業等の補助事業及び日本政策金融公庫融資の指導やクリーニング師研修・クリーニング業務従事者講習等の
各種事業は、順調に推進することができた。一方、低利かつ有利な経営改善資金特別貸付の融資額が前年度比で53.5％と大幅に減少しているが、原因の一つ
としては、生衛業界の厳しい経営状況が影響しているものと考えられる。

項　目 区分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

所在地 秋田市旭北栄町１－５ 設立年月日 昭和55年4月17日
電話番号 018-874-9099 ホームページ http://www.akita-seiei.or.jp
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

A

経常ベースの単年度損益が
経常収支比率の±５％以内
と収支均衡を達成してお
り、県からの出資金の取り
崩しも無いことからＡ評価
とする。

A

生活衛生関係営業の運営
の適正化及び振興に関す
る法律第57条の４第１項
に掲げる事業並びにク
リーニング業法第８条の
２第１項に規定する研修
及び第８条の３に規定す
る講習を実施している。

A

理事会及び評議員会は、
定款に定められた時期に
必要な回数を実施してい
るとともに、常勤役員は
毎回理事会及び評議員会
に出席している。また、
役員１名、正職員３名が
常勤している。

A

生活衛生関係営業の運営
の適正化及び振興に関す
る法律第５７条の３の規
定に基づき、秋田県から
指定された組織である。

A

理事会及び評議員会は、
定款に定められた時期に
必要な回数を実施してい
る。また、役員１名、正
職員３名が常勤してい
る。

公益財団法人 秋田県生活衛生営業指導センター （公益　５）

研修会・講習会等への参加
人数(118％) は目標を達成
し、顧客満足度指数(92％)
も概ね目標を達成できた。
しかし、相談件数　(69％)
は生衛業界の景気動向の影
響を受けることが考えら
れ、前年比で26ポイント下
がった。

A

当期経常増減額は△268千円
であるが、公益財団法人と
して収支相償基準を達成し
ながらマイナス幅の圧縮に
努めている。また、経常収
支比率は△1.4％と収支均衡
を保っており、一般正味財
産も4,076千円あることか
ら、財務基盤の健全性は確
保されている。

B

B

相談件数の数値目標達成率
が低調であるが、他の事業
目標は概ね達成されており
Ｂ評価とする。

・県補助金等による収入はほぼ横ばいであり、継続して収支均衡を達成している。
・剰余金である一般正味財産残高は平成28年3月末で4,076千円と経常増減額に比して十分であり、財務基盤
は安定している。
・主な収入源は補助金であり、概ねその範囲内で事業を行っていると言える。

A

三セクの行動計画では、
県が実施すべき事業を主
たる事業とする法人に位
置付けられている。生衛
法に基づく県の生活衛生
営業指導センターとして
法定事業を実施するほ
か、クリーニング業法に
基づく法定研修を実施し
ている。

A

役職員の常勤体制が整っ
ている等、適切であると
認められる。

B

業界全体の経営が厳しい状
況にある中でこそ、積極的
な経営相談の掘り起こしに
努める必要がある。

A

適切であると認められる。

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

　クリーニング師、経営特別相談員、生衛業者等を対象とする各種研修会及び講習会については、本人に直接通知するほか、県、
秋田市、各生活衛生同業組合及び各地域連絡協議会の協力を得ながら受講促進を働きかけている。
　また、研修会及び講習会への未申込者に対しては、再度受講勧奨の文書を発出するほか、他の地域でも受講できるよう便宜を図
るなど、受講者の増加に努めている。

A A C A
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