
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 達成・執行率

事 収 介護保険事業収入 133,062,447 133,146,070 △83,623 100.06%
業 入 老人福祉事業収入 67,663,944 67,894,196 △230,252 100.34%
活 その他の事業収入

動 借入金利息補助金収入

に 経常経費寄附金収入 36,000 188,750 △152,750 524.31%
よ 受取利息配当金収入 1,680 2,814 △1,134 167.50%
る その他の収入 1,476,600 1,223,387 253,213 82.85%
収 流動資産評価益等による資金増加額

支 事業活動収入計(1) 202,240,671 202,455,217 △214,546 100.11%
支 人件費支出 127,745,628 120,722,819 7,022,809 職員数の減による減額 94.50%
出 事業費支出 30,727,744 30,095,459 632,285 97.94%

事務費支出 22,157,330 21,844,447 312,883 98.59%
利用者負担軽減額

支払利息支出 3,087,522 3,087,522 100.00%
その他の支出 1,032,000 1,026,628 5,372 99.48%
流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2) 184,750,224 176,776,875 7,973,349 95.68%

17,490,447 25,678,342 △8,187,895 146.81%
施 収 施設整備等補助金収入

設 入 施設整備等寄附金収入

整 設備資金借入金収入

備 固定資産売却収入

等 その他の施設整備等による収入

に 施設整備等収入計(4)

よ 支 設備資金借入金元金償還支出 15,365,636 15,365,636 100.00%
る 出 固定資産取得支出 500,000 474,800 25,200 94.96%
収 固定資産除却・廃棄支出

支 ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出

施設整備等支出計(5) 15,865,636 15,840,436 25,200 99.84%

△15,865,636 △15,840,436 △25,200 99.84%
そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

の 入 長期運営資金借入金収入

他 長期貸付金回収収入

の 投資有価証券売却収入

活 積立資産取崩収入

動 その他の活動による収入 840,000 1,081,867 △241,867 128.79%
に その他の活動収入計(7) 840,000 1,081,867 △241,867 128.79%
よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出 1,404,000 1,404,000 100.00%
る 出 長期貸付金支出

収 投資有価証券取得支出

支 積立資産支出

その他の活動による支出 1,060,000 1,868,944 △808,944 176.32%
その他の活動支出計(8) 2,464,000 3,272,944 △808,944 132.83%

△1,624,000 △2,191,077 567,077 134.92%

811 7,646,829 △7,646,018 #######

17,199,893 17,199,893 100.00%

17,200,704 24,846,722 △7,646,018 144.45%

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
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勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 前年比率 備考

サ 収 介護保険事業収益 133,146,070 133,146,070

｜ 益 老人福祉事業収益 67,894,196 67,894,196

ビ その他の事業収益

ス 経常経費寄附金収益 188,750 188,750

活 その他の収益

動 サービス活動収益計(1) 201,229,016 201,229,016

増 費 人件費 120,785,819 120,785,819

減 用 事業費 30,095,459 30,095,459

の 事務費 21,844,447 21,844,447

部 利用者負担軽減額

減価償却費 19,339,407 19,339,407

国庫補助金等特別積立金取崩額 △7,081,866 △7,081,866

徴収不能額

徴収不能引当金繰入

その他の費用

サービス活動費用計(2) 184,983,266 184,983,266

16,245,750 16,245,750

サ 収 借入金利息補助金収益

｜ 益 受取利息配当金収益 2,814 2,814

ビ 有価証券評価益

ス 有価証券売却益

活 投資有価証券評価益

動 投資有価証券売却益

外 その他のサービス活動外収益 1,223,387 1,223,387

増 サービス活動外収益計(4) 1,226,201 1,226,201

減 費 支払利息 3,087,522 3,087,522

の 用 有価証券評価損

部 有価証券売却損

投資有価証券評価損

投資有価証券売却損

その他のサービス活動外費用 1,026,628 1,026,628

サービス活動外費用計(5) 4,114,150 4,114,150

△2,887,949 △2,887,949

13,357,801 13,357,801

特 収 施設整備等補助金収益

別 益 施設整備等寄附金収益

増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

減 固定資産受贈額

の 固定資産売却益

部 その他の特別収益 296,867 296,867

特別収益計(8) 296,867 296,867

費 基本金組入額

用 資産評価損

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

国庫補助金等特別積立金積立額

災害損失

その他の特別損失 3,099,612 3,099,612

特別費用計(9) 3,099,612 3,099,612

△2,802,745 △2,802,745

10,555,056 10,555,056

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
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勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 前年比率 備考

事業活動計算書 
（ 自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日 ） （単位：円） 

繰 94,684,904 94,684,904

越 105,239,960 105,239,960

活

動

増

減

差

額

の

部 105,239,960 105,239,960

前期繰越活動増減差額(12)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)
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科目 当年度末 前年度末 増減 科目 当年度末 前年度末 増減

 流動資産 37,875,617 37,875,617  流動負債 32,689,803 32,689,803

   現金預金 16,457,310 16,457,310    短期運営資金借入金

   有価証券    事業未払金 12,740,295 12,740,295

   事業未収金 18,179,306 18,179,306    その他の未払金

   未収金 82,416 82,416    支払手形

   未収補助金 2,028,000 2,028,000    役員等短期借入金

   未収収益    1年以内返済予定設備資金借入金 14,252,908 14,252,908

   受取手形    1年以内返済予定長期運営資金借入金 1,033,000 1,033,000

   貯蔵品 393,028 393,028    1年以内返済予定リース債務

   医薬品    1年以内返済予定役員等長期借入金

   診療・療養費等材料    1年以内支払予定長期未払金

   給食用材料    未払費用 32,400 32,400

   商品・製品    預り金 11,984 11,984

   仕掛品    職員預り金 244,216 244,216

   原材料    前受金

   立替金 250,253 250,253    前受収益

   前払金    仮受金

   前払費用 485,304 485,304    賞与引当金 4,375,000 4,375,000

   1年以内回収予定長期貸付金    その他の流動負債

   短期貸付金

   仮払金

   その他の流動資産

   徴収不能引当金

 固定資産 404,033,884 404,033,884  固定負債 143,007,000 143,007,000

 基本財産 355,149,477 355,149,477    設備資金借入金 137,247,000 137,247,000

   土地 82,019,230 82,019,230    長期運営資金借入金

   建物 273,130,247 273,130,247    リース債務

   定期預金    役員等長期借入金

   投資有価証券    退職給付引当金

 その他の固定資産 48,884,407 48,884,407    長期未払金

   土地 36,500,000 36,500,000    長期預り金 5,760,000 5,760,000

   建物 2,468,530 2,468,530    その他の固定負債

   構築物 7,166,033 7,166,033 負債の部合計 175,696,803 175,696,803

   機械及び装置

   車輌運搬具 101,064 101,064  基本金 30,000,000 30,000,000

   器具及び備品 1,422,703 1,422,703    第一号基本金 30,000,000 30,000,000

   建設仮勘定    第二号基本金

   有形リース資産    第三号基本金

   権利  国庫補助金等特別積立金 130,972,738 130,972,738

   ソフトウェア 493,500 493,500  その他の積立金

   無形リース資産    その他の積立金

   投資有価証券  次期繰越活動増減差額 105,239,960 105,239,960

   長期貸付金    (うち当期活動増減差額) 10,555,056 10,555,056

   退職給付引当資産

   長期預り金積立資産

   その他の積立資産

   差入保証金 50,000 50,000

   長期前払費用 672,577 672,577

   その他の固定資産 10,000 10,000 純資産の部合計 266,212,698 266,212,698

資産の部合計 441,909,501 441,909,501 負債及び純資産の部合計 441,909,501 441,909,501

資産の部 負債の部

純資産の部
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