
第二号第四様式

（単位：円）

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

介護保険事業収益 350,903,013 △6,522,819344,380,194

  施設介護料収益 194,899,405 909,307195,808,712

    介護報酬収益 174,663,095 △418,103174,244,992

    利用者負担金収益（一般） 20,236,310 1,327,41021,563,720

  居宅介護料収益 55,346,981 △14,496,27240,850,709

  （介護報酬収益） 49,222,614 △13,261,06735,961,547

    介護報酬収益 47,545,607 △11,584,06035,961,547

    介護予防報酬収益 1,677,007 △1,677,0070

  （利用者負担金収益） 6,124,367 △1,235,2054,889,162

    介護負担金収益（一般） 5,957,069 △1,067,9074,889,162

    介護予防負担金収益（一般） 167,298 △167,2980

  居宅介護支援介護料収益 5,939,074 5,971,67911,910,753

    居宅介護支援介護料収益 5,212,843 4,704,1449,916,987

    介護予防支援介護料収益 726,231 1,267,5351,993,766

  利用者等利用料収益 94,708,153 1,098,66795,806,820

    施設サービス利用料収益 1,241,144 1,854,7823,095,926

    居宅介護サービス利用料収益 1,238,141 △102,6701,135,471

    食費収益（公費） 15,363,560 △1,509,92013,853,640

    食費収益（一般） 21,913,352 △860,35221,053,000

    居住費収益（公費） 16,747,866 △2,220,27614,527,590

    居住費収益（一般） 38,203,340 3,937,85342,141,193

    その他の利用料収益 750 △7500

  その他の事業収益 9,400 △6,2003,200

    補助金事業収益 3,000 2003,200

    受託事業収益 6,400 △6,4000

老人福祉事業収益 920,768 △920,7680

  運営事業収益 920,768 △920,7680

    その他の事業収益 920,768 △920,7680

経常経費寄附金収益 250,000 △220,00030,000

サービス活動収益計 (1) 352,073,781 △7,663,587344,410,194

人件費 210,296,725 △1,406,922208,889,803

  職員給料 130,667,888 △7,520,400123,147,488

  職員賞与 25,479,535 1,167,41526,646,950

  非常勤職員給与 24,270,484 6,214,13530,484,619

  派遣職員費 1,415,731 △688,295727,436

  退職給付費用 4,181,193 △838,1933,343,000

  法定福利費 24,281,894 258,41624,540,310

事業費 55,893,112 1,789,38157,682,493

  給食費 20,407,156 △361,57420,045,582

  介護用品費 5,172,693 △298,2084,874,485

  医薬品費 207,092 △207,0920

  保健衛生費 464,232 295,060759,292

  教養娯楽費 1,055,810 △168,182887,628

  水道光熱費 15,572,161 △548,00515,024,156

  消耗器具備品費 6,419,451 2,834,3329,253,783

  保険料 1,240,270 △345,690894,580

  賃借料 4,209,989 328,6754,538,664

  葬祭費 32,600 226,200258,800

  車輌費 1,111,658 33,8651,145,523

事務費 46,683,172 4,233,16950,916,341

  福利厚生費 723,882 454,9761,178,858

  職員被服費 94,320 △94,3200

  旅費交通費 1,097,288 479,1141,576,402
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第二号第四様式

（単位：円）

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

  研修研究費 488,022 △250,606237,416

  事務消耗品費 651,475 221,543873,018

  印刷製本費 189,332 23,299212,631

  修繕費 659,097 1,500,7552,159,852

  通信運搬費 1,065,774 182,7551,248,529

  会議費 6,480 △6,4800

  広報費 466,584 384,216850,800

  業務委託費 27,525,207 559,18328,084,390

    給食委託費 20,736,000 020,736,000

    医事委託費 0 480,000480,000

    清掃委託費 1,692,900 248,2021,941,102

    その他の委託費 5,096,307 △169,0194,927,288

  手数料 2,999,892 222,8103,222,702

  土地・建物賃借料 7,282,860 814,0008,096,860

  租税公課 25,200 151,410176,610

  保守料 2,650,678 △567,0132,083,665

  渉外費 211,722 16,995228,717

  諸会費 221,500 28,264249,764

  雑費 323,859 112,268436,127

    雑費 323,859 112,268436,127

利用者負担軽減額 0 37,59237,592

減価償却費 31,239,302 1,110,40932,349,711

国庫補助金等特別積立金取崩額 △11,219,556 △2,983,237△14,202,793

サービス活動費用計 (2) 332,892,755 2,780,392335,673,147

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 19,181,026 △10,443,9798,737,047

受取利息配当金収益 9,157 △8,385772

その他のサービス活動外収益 4,060,118 △363,8323,696,286

  受入研修費収益 43,500 4,66748,167

  利用者等外給食収益 3,244,420 223,8403,468,260

  雑収益 772,198 △592,339179,859

    雑収益 772,198 △592,339179,859

サービス活動外収益計 (4) 4,069,275 △372,2173,697,058

支払利息 5,144,540 △328,6444,815,896

その他のサービス活動外費用 3,192,220 △775,1802,417,040

  利用者等外給食費 2,531,310 △114,2702,417,040

  雑損失 660,910 △660,9100

    雑損失 660,910 △660,9100

サービス活動外費用計 (5) 8,336,760 △1,103,8247,232,936

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) △4,267,485 731,607△3,535,878

経常増減差額 (7)=(3)+(6) 14,913,541 △9,712,3725,201,169

施設整備等補助金収益 0 90,933,00090,933,000

  施設整備等補助金収益 0 90,933,00090,933,000

施設整備等寄附金収益 4,235,340 △4,235,3400

  施設整備等寄附金収益 4,235,340 △4,235,3400

固定資産受贈額 0 10,00010,000

  器具及び備品受贈額 0 10,00010,000

特別収益計 (8) 4,235,340 86,707,66090,943,000

国庫補助金等特別積立金積立額 4,235,340 86,697,66090,933,000

その他の特別損失 0 13,200,85813,200,858

  会計基準移行に伴う過年度修正額 0 13,200,85813,200,858

特別費用計 (9) 4,235,340 99,898,518104,133,858

特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 △13,190,858△13,190,858

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 14,913,541 △22,903,230△7,989,689
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勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

前期繰越活動増減差額 (12) 161,923,183 14,913,541176,836,724

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 176,836,724 △7,989,689168,847,035

基本金取崩額 (14) 0 00

その他の積立金取崩額 (15) 0 00

その他の積立金積立額 (16) 0 00

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 176,836,724 △7,989,689168,847,035
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