
平成29年 9月21日
理事長 施設長 事務長 担当者

  資金収支計算書 
（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ） 1頁(単位：円)

差異(A)-(B)予算(A) 決算(B) 備考勘定科目

社会福祉法人　鳥越福祉会

事業区分
施設名
法人名

社会福祉事業

収事 △9,778,99064,123,01354,344,023
介護保険事業収入

入業 △6,900,55947,541,10840,640,549
  居宅介護料収入

活 △5,597,60442,759,58337,161,979
  （介護報酬収入）

動 △2,798,56739,960,54637,161,979
    介護報酬収入

に △2,799,0372,799,037
    介護予防報酬収入

よ △1,302,9554,781,5253,478,570
  （利用者負担金収入）

る △942,9404,421,5103,478,570
    介護負担金収入(一般)

収 △360,015360,015    (一般)
    介護予防負担金収入

支 △182,1683,054,2232,872,055
  居宅介護支援介護料収入

426,0592,445,9962,872,055
    居宅介護支援介護料収入

△608,227608,227
    介護予防支援介護料収入

△2,502,27712,179,1719,676,894
  利用者等利用料収入

△624,9704,502,7803,877,810
    食費収入(一般)

△1,464,3546,400,0744,935,720
    居住費収入(一般)

△412,9531,276,317863,364
    その他の利用料収入

△193,9861,348,5111,154,525
  その他の事業収入

△193,9861,348,5111,154,525
    その他の事業収入

4,290,35675,187,89279,478,248
老人福祉事業収入

4,290,35675,187,89279,478,248
  運営事業収入

60,00011,780,00011,840,000
    管理費収入

1,065,10828,680,89229,746,000
    その他の利用料収入

3,165,24834,727,00037,892,248
    補助金事業収入

△374,4308,749,4308,375,000
就労支援事業収入

△231,4557,176,4556,945,000  
  食品加工事業収入

△89,535679,535590,000  
  その他事業収入

△54,038584,038530,000  
  農業事業収入

6,61693,384100,000  
  缶つぶし作業事業収入

△6,018216,018210,000  
  清掃作業事業収入

△3,496,869232,310,957228,814,088収入
障害福祉サービス等事業

△3,338,169229,112,257225,774,088
  自立支援給付費収入

△3,012,423175,606,511172,594,088
    介護給付費収入

81,37033,818,63033,900,000
    訓練等給付費収入

△14,590644,590630,000
    計画相談支援給付費収入

△392,52619,042,52618,650,000
    利用者負担金収入

△2,055782,055780,000
  短期入所事業収入

△750750,750750,000
    介護給付費収入

△1,30531,30530,000
    利用者負担金収入

△156,6452,416,6452,260,000
  その他の事業収入

△156,6452,416,6452,260,000
    その他の事業収入

△16,28516,285
○○収入

△16,28516,285
  ○○収入

21,68021,680
借入金利息補助金収入

△51213,01212,500
受取利息配当金収入

△3,250,8387,673,9024,423,064
その他の収入

△76,5302,076,5302,000,000
  利用者等外給食費収入

△3,129,9085,552,9722,423,064
  雑収入

△44,40044,400  
  配食収入



平成29年 9月21日

  資金収支計算書 
（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ） 2頁(単位：円)

差異(A)-(B)予算(A) 決算(B) 備考勘定科目

△12,627,568388,096,171375,468,603
事業活動収入計(1)

支 6,566,882300,549,218307,116,100
人件費支出

出 668,834141,145,566141,814,400
  職員給料支出

2,257,24647,393,75449,651,000
  職員賞与支出

5,834,44332,570,55738,405,000  
  職員諸手当支出

△1,023,65343,821,25342,797,600
  非常勤職員給与支出

138,4002,279,7002,418,100  
  退職共済掛金支出

△1,308,38833,338,38832,030,000
  法定福利費支出

△954,71164,872,71163,918,000
事業費支出

294,57729,984,42330,279,000
  給食費支出

△395,5911,272,591877,000
  介護用品費支出

120,7861,401,2141,522,000
  保健衛生費支出

89,2641,435,7361,525,000
  教養娯楽費支出

61,122873,878935,000
  日用品費支出

△350,52015,272,52014,922,000
  水道光熱費支出

279,607866,3931,146,000
  燃料費支出

△21,7363,071,7363,050,000
  消耗器具備品費支出

103,200769,800873,000
  保険料支出

△648,4901,613,490965,000
  賃借料支出

17,695432,305450,000
  教育指導費支出

149,5802,070,4202,220,000
  修繕費支出

△114,6754,978,6754,864,000
  車輌費支出

△539,530829,530290,000
  雑支出

471,43547,600,56548,072,000
事務費支出

37,8381,934,1621,972,000
  福利厚生費支出

178,427484,573663,000
  職員被服費支出

94,5161,740,4841,835,000
  旅費交通費支出

213,2461,276,7541,490,000
  研修研究費支出

260,7583,301,2423,562,000
  事務消耗品費支出

67,3351,057,6651,125,000
  印刷製本費支出

13,8431,067,1571,081,000
  水道光熱費支出

41,005141,995183,000
  燃料費支出

548,9098,608,0919,157,000
  修繕費支出

△20,7971,340,7971,320,000
  通信運搬費支出

△3,771108,771105,000
  会議費支出

166,120487,880654,000
  広報費支出

△363,6416,193,6415,830,000
  業務委託費支出

△1,396,8993,987,8992,591,000
  手数料支出

△39,3482,982,3482,943,000
  保険料支出

52,7253,798,2753,851,000
  賃借料支出

△45,7122,445,7122,400,000
  土地・建物賃借料支出

129,1272,283,8732,413,000
  租税公課支出

△144,7472,015,7471,871,000
  保守料支出

24,80025,20050,000
  渉外費支出

98,318772,682871,000
  諸会費支出

559,3831,545,6172,105,000
  雑支出

△404,0458,677,0458,273,000
就労支援事業支出
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△360,3348,407,3348,047,000
  就労支援事業販売原価支出

△360,3348,407,3348,047,000
    就労支援事業製造原価支出

△43,711269,711226,000
  就労支援事業販管費支出

△40,75646,7566,000    
    食品加工事業支出

△2,955222,955220,000    
    清掃作業事業支出

181,8088,481,1928,663,000
支払利息支出

5,861,369430,180,731436,042,100
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △18,488,937△42,084,560△60,573,497

収施 3,000,00048,881,00051,881,000
施設整備等補助金収入

入設 3,000,00043,785,00046,785,000
  施設整備等補助金収入

整 5,096,0005,096,000  補助金収入
  設備資金借入金元金償還

備 7,112,0007,112,000
施設整備等寄附金収入

等 7,112,0007,112,000  寄附金収入
  設備資金借入金元金償還

に △75,962,000613,962,000538,000,000
設備資金借入金収入

よ 28,900,00028,900,000収入
その他の施設整備等による

る 28,900,00028,900,000  収入
  その他の施設整備等による

収 △44,062,000669,955,000625,893,000
施設整備等収入計(4)

支支 △362,763,000408,151,00045,388,000支出
設備資金借入金元金償還

出 298,092,757260,062,445558,155,202
固定資産取得支出

80,875,93580,875,935
  土地取得支出

220,239,168208,908,299429,147,467
  建物取得支出

△2,087,0752,087,075  
  構築物取得支出

2,659,0002,659,000
  車輌運搬具取得支出

37,080,7298,392,07145,472,800
  器具及び備品取得支出

△38,016,00038,016,000  
  建設仮勘定取得支出

△54,32454,324債務の返済支出
ファイナンス・リース

28,944,00028,944,000支出
その他の施設整備等による

28,944,00028,944,000  支出
  その他の施設整備等による

△35,780,567668,267,769632,487,202
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △8,281,4331,687,231△6,594,202

収そ 40,000,00040,000,000
長期運営資金借入金収入

入の 30,000,00030,000,000
拠点区分間長期借入金収入

他 △9,012,71944,391,71935,379,000
拠点区分間繰入金収入

の △1,207,68426,207,68425,000,000
サービス区分間繰入金収入

活 △1,080,3151,080,315
長期預り金収入

動 58,699,28271,679,718130,379,000
その他の活動収入計(7)

支に △30,000,00030,000,000償還支出
長期運営資金借入金元金

出よ △5,999,71944,391,71938,392,000
拠点区分間繰入金支出

る △1,207,68426,207,68425,000,000
サービス区分間繰入金支出

収 13,052,46213,052,462
その他の活動による支出

支 13,052,46213,052,462
  その他の活動による支出

△780,120780,120
長期預り金支出

△37,987,523114,431,98576,444,462
その他の活動支出計(8)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 96,686,805△42,752,26753,934,538

予備費支出(10) 400,000400,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,516,435△83,149,596△13,633,161
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前期末支払資金残高(12) △121,803,381123,446,9821,643,601

当期末支払資金残高(11)+(12) △52,286,94640,297,386△11,989,560


