
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

介護保険事業収益

居宅介護料収益

（介護報酬収益）

介護報酬収益

介護予防報酬収益

（利用者負担金収益）

介護負担金収益（公費）

介護負担金収益（一般）

介護予防負担金収益（公費）

介護予防負担金収益（一般）

介護予防・日常生活支援総合事業費収益

事業費収益

事業負担金収益（公費）

事業負担金収益（一般）

その他の事業収益

補助金事業収益

市町村特別事業収益

受託事業収益

その他の事業収益

保育事業収益

施設型給付費収益

施設型給付費収益

利用者負担金収益

特例施設型給付費収益

特例施設型給付費収益

利用者負担金収益

地域型保育給付費収益

地域型保育給付費収益

利用者負担金収益

特例地域型保育給付費収益

特例地域型保育給付費収益

利用者負担金収益

委託費収益

利用者等利用料収益

利用者等利用料収益（公費）

収 利用者等利用料収益（一般）

益 その他の利用料収益

就労支援事業収益

障害福祉サービス等事業収益 26,025,083 9,596,453 16,428,630

自立支援給付費収益 16,360,984 5,735,077 10,625,907

介護給付費収益 16,360,984 5,735,077 10,625,907

特例介護給付費収益

訓練等給付費収益

特例訓練等給付費収益

地域相談支援給付費収益

特例地域相談支援給付費収益

計画相談支援給付費収益

特例計画相談支援給付費収益

障害児施設給付費収益

障害児通所給付費収益

特例障害児通所給付費収益

障害児入所給付費収益

障害児相談支援給付費収益

特例障害児相談支援給付費収益

(単位：円) 
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利用者負担金収益 788,477 69,974 718,503

補足給付費収益

特定障害者特別給付費収益

特例特定障害者特別給付費収益

特定入所障害児食費等給付費収益

特定費用等収益

その他の事業収益 8,875,622 3,791,402 5,084,220

補助金事業収益

受託事業収益 8,875,622 2,441,979 6,433,643

その他の事業収益 1,349,423 △ 1,349,423

（保険等査定減）

その他の事業収益

サ その他の事業収益

｜ 補助金事業収益

ビ 受託事業収益

ス その他の事業収益

活 経常経費寄附金収益

動 その他の収益

増 その他の収益

減 サービス活動収益計(1) 26,025,083 9,596,453 16,428,630

の 人件費 22,272,275 10,682,705 11,589,570

部 役員報酬

職員給料 11,515,602 7,602,465 3,913,137

職員賞与 3,772,035 2,090,783 1,681,252

賞与引当金繰入

非常勤職員給与 6,984,638 989,457 5,995,181

派遣職員費

退職給付費用

法定福利費

事業費 544,524 544,524

給食費

介護用品費

医薬品費

診療・療養等材料費

保健衛生費

医療費

被服費

教養娯楽費

日用品費

保育材料費

本人支給金

水道光熱費

燃料費

消耗器具備品費

保険料 248,736 248,736

賃借料 129,600 129,600

教育指導費

就職支度費

葬祭費

車輌費 166,188 166,188

雑費

事務費 1,372,418 2,517,520 △ 1,145,102

福利厚生費

費 職員被服費

用 旅費交通費 394,075 3,314 390,761

研修研究費 29,520 10,368 19,152

事務消耗品費 200,000 130,779 69,221

印刷製本費

水道光熱費

燃料費 15,078 33,871 △ 18,793

修繕費 1,876,000 △ 1,876,000



通信運搬費 290,888 173,422 117,466

会議費

広報費

業務委託費 225,351 162,299 63,052

手数料 4,116 4,116

保険料

賃借料

土地・建物賃借料

租税公課

保守料

渉外費

諸会費

雑費 213,390 127,467 85,923

就労支援事業費用

就労支援事業販売原価

期首製品（商品）棚卸高

当期就労支援事業製造原価

当期就労支援事業製造原価

当期就労支援事業仕入高

期末製品（商品）棚卸高

就労支援事業販管費

利用者負担軽減額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

徴収不能額

徴収不能引当金繰入

その他の費用

その他の費用

サービス活動費用計(2) 24,189,217 13,200,225 10,988,992

1,835,866 △ 3,603,772 5,439,638

借入金利息補助金収益

受取利息配当金収益 15 40 △ 25

有価証券評価益

有価証券売却益

投資有価証券評価益

収 投資有価証券売却益

サ 益 その他のサービス活動外収益

｜ 受入研修費収益

ビ 利用者等外給食収益

ス 雑収益

活 為替差益

動 雑収益

外 サービス活動外収益計(4) 15 40 △ 25

増 支払利息

減 有価証券評価損

の 有価証券売却損

部 投資有価証券評価損

費 投資有価証券売却損

用 その他のサービス活動外費用

利用者等外給食費

雑損失

為替差損

雑損失

サービス活動外費用計(5) 0 0 0

15 40 △ 25

1,835,881 △ 3,603,732 5,439,613

施設整備等補助金収益

施設整備等補助金収益

設備資金借入金元金償還補助金収益

施設整備等寄附金収益

施設整備等寄附金収益

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)



設備資金借入金元金償還寄附金収益

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産受贈額

固定資産売却益

土地売却益

建物売却益

収 構築物売却益

益 機械及び装置売却益

車輌運搬具売却益

器具及び備品売却益

ソフトウェア売却益

その他の固定資産売却益

事業区分間繰入金収益 3,000,000 △ 3,000,000

拠点区分間繰入金収益 3,000,000 3,000,000

特 事業区分間固定資産移管収益

別 拠点区分間固定資産移管収益

増 その他の特別収益

減 徴収不能引当金戻入益

の その他の特別収益

部 特別収益計(8) 3,000,000 3,000,000 0

基本金組入額

資産評価損

固定資産売却損・処分損

土地売却損・処分損

建物売却損・処分損

構築物売却損・処分損

機械及び装置売却損・処分損

車輌運搬具売却損・処分損

器具及び備品売却損・処分損

費 ソフトウェア売却損・処分損

用 その他の固定資産売却損・処分損

固定資産除却・廃棄費用

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

事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

事業区分間固定資産移管費用

拠点区分間固定資産移管費用

その他の特別損失

特別費用計(9) 0 0 0

3,000,000 3,000,000 0

4,835,881 △ 603,732 5,439,613

繰差 625,895 1,229,627 △ 603,732

越額 5,461,776 625,895 4,835,881

活の 0 0 0

動部 0 0 0

増　 0 0 0

減　

　　

次期繰越活動増減差額

(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
5,461,776 625,895 4,835,881

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

前期繰越活動増減差額(12)

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)

特別増減差額(10)=(8)-(9)


