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勘定科目 本年度決算 前年度決算 増減 備　考

(単位：円)

授授授授 収収収収
△202,30710,904,58710,702,280

061 就労支援事業収入

産産産産 入入入入
△181,3228,012,1717,830,849

  01 受託作業収入

事事事事
129,4742,099,1962,228,670

  02 自主生産作業収入

業業業業
△150,459793,220642,761

  03 福祉ショップ売上収入

活活活活
△202,30710,904,58710,702,280

授産事業活動収入計(1)

動動動動 支支支支
△191,17810,523,59710,332,419

021 就労支援事業支出

収収収収 出出出出
61,2861,011,8231,073,109

  01 原材料費

支支支支
△506,7969,452,8608,946,064

  02 作業工賃

のののの
239,160239,160

  03 租税公課

部部部部
15,17258,91474,086

  04 諸会費

△191,17810,523,59710,332,419
授産事業活動支出計(2)

△11,129380,990369,861
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)

福福福福 収収収収
△15,225,376303,934,126288,708,750

062 介護保険収入

祉祉祉祉 入入入入
△15,225,376303,934,126288,708,750

  01 介護保険収入

事事事事
1,333,814157,883,735159,217,549

064 措置費収入

業業業業
3,819,45082,757,21186,576,661

  01 事務費収入

活活活活
△2,485,63675,126,52472,640,888

  02 事業費収入

動動動動
△20,641,013234,507,500213,866,487

065 自立支援費等収入

収収収収
△164,941,709204,979,78040,038,071

  01 介護給付費収入

支支支支
144,300,69629,527,720173,828,416

  02 訓練等給付費収入

のののの
△2,445,42136,899,36034,453,939

067 利用料収入

部部部部
△2,445,42136,899,36034,453,939

  01 利用料収入

△28,535,482498,567,059470,031,577
068 補助事業等収入

288,21794,051,41594,339,632
  01 受託事業収入

△13,982,600310,374,600296,392,000
  02 指定管理料収入

△14,841,09994,141,04479,299,945
  03 補助事業収入

4,015,1603,310,4727,325,632
069 経常経費補助金収入

4,015,1603,310,4727,325,632
  01 経常経費補助金収入

△1,274,1351,671,540397,405
070 寄付金収入

△1,274,1351,671,540397,405
  01 寄付金収入

△1,137,5631,694,545556,982
071 助成金収入

△1,137,5631,694,545556,982
  01 助成金収入

△1,280,0593,113,7521,833,693
072 雑収入

△1,280,0593,113,7521,833,693
  01 雑収入

△13,661,80420,865,5567,203,752
074 引当金戻入

△13,661,80420,865,5567,203,752
  02 退職給与引当金戻入収入

△286,13011,652,33311,366,203
075 国庫補助金等特別積立金取崩額

△286,13011,652,33311,366,203
  01 国庫補助金等特別積立金取崩額

△79,138,0091,274,099,9781,194,961,969
福祉事業活動収入計(4)

支支支支
△43,261,141780,303,529737,042,388

026 人件費支出

出出出出
△10,283,616396,118,656385,835,040

  02 職員俸給

△8,898,247157,943,950149,045,703
  03 職員諸手当

△8,168,20797,511,17589,342,968
  04 非常勤職員給与

△13,661,80420,865,5567,203,752
  05 退職金

△843,33015,005,37014,162,040
  06 退職共済掛金

△1,405,93792,858,82291,452,885
  07 法定福利費

△7,972,419207,421,078199,448,659
027 事務費支出

△246,4002,906,6212,660,221
  01 福利厚生費

△735,8573,057,1522,321,295
  02 旅費交通費

△172,715864,915692,200
  03 研修費

△107,2176,335,2796,228,062
  04 消耗品費

399,7261,621,5052,021,231
  05 器具什器費

25,385123,251148,636
  06 印刷製本費

△1,038,71319,471,83218,433,119
  07 水道光熱費

△39,5893,722,5753,682,986
  08 燃料費

△1,445,83511,237,2089,791,373
  09 修繕費

127,4425,722,3555,849,797
  10 通信運搬費

△9,19555,60046,405
  11 会議費

592,823409,8221,002,645
  12 広報費

△2,591,422127,083,178124,491,756
  13 業務委託費

△563,7495,244,8444,681,095
  14 手数料
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△1,189,0006,193,9705,004,970
  15 損害保険料

△974,5977,455,0196,480,422
  16 賃借料

△651,4904,565,4003,913,910
  17 租税公課

△17,0501,009,350992,300
  18 諸会費

665,034341,2021,006,236
  19 雑費

△3,297,676165,968,979162,671,303
028 事業費支出

△1,711,73754,474,62752,762,890
  01 給食費

296,2903,766,2834,062,573
  02 保健衛生費

△7,0407,040
  03 被服費

△704,3906,051,3185,346,928
  04 教養娯楽費

△85,5171,958,7941,873,277
  05 日用品費

△214,5608,816,7608,602,200
  06 謝礼金

580,76728,148,16028,728,927
  07 本人支給金

60,70429,362,56929,423,273
  08 水道光熱費

△20,53718,969,36418,948,827
  09 燃料費

△176,1752,669,7662,493,591
  10 消耗品費

△469,5972,894,3382,424,741
  11 器具什器費

△142,6345,911,3675,768,733
  12 賃借料

△94,855199,054104,199
  13 教育指導費

△223,630223,630
  16 葬祭費

△317,1702,437,4412,120,271
  17 修繕費

△67,59578,46810,873
  18 雑費

630,83518,282,06318,912,898
029 減価償却費

630,83518,282,06318,912,898
  01 減価償却費

△84,0003,720,0003,636,000
031 引当金繰入

△84,0003,720,0003,636,000
  01 退職給与引当金繰入

△53,984,4011,175,695,6491,121,711,248
福祉事業活動支出計(5)

△25,153,60898,404,32973,250,721
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)

事事事事 収収収収
54,5562,251,9822,306,538

077 受取利息配当金収入

業業業業 入入入入
54,5562,251,9822,306,538

  01 受取利息配当金収入

活活活活
9,084,25039,467,00048,551,250

078 会計単位間繰入金収入

動動動動
△3,900,00034,900,00031,000,000

  01 就労支援事業会計繰入金収入

外外外外
12,580,0004,000,00016,580,000

  02 特別会計繰入金収入

収収収収
404,250567,000971,250

  03 一般会計繰入金収入

支支支支
△29,637,165127,537,97597,900,810

079 経理区分間繰入金収入

のののの
△29,637,165127,537,97597,900,810

  01 経理区分間繰入金収入

部部部部
△20,498,359169,256,957148,758,598

事業活動外収入計(7)

支支支支
9,084,25039,467,00048,551,250

033 会計単位間繰入金支出

出出出出
404,250567,000971,250

  01 就労支援事業会計繰入金支出

8,680,00038,900,00047,580,000
  03 一般会計繰入金支出

△29,637,165127,537,97597,900,810
034 経理区分間繰入金支出

△29,637,165127,537,97597,900,810
  01 経理区分間繰入金支出

1,291,000224,0001,515,000
035 投資有価証券売却原価

1,291,000224,0001,515,000
  01 投資有価証券売却原価

△19,261,915167,228,975147,967,060
事業活動外支出計(8)

△1,236,4442,027,982791,538
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)

△26,401,181100,813,30174,412,120
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)

特特特特 収収収収
△53,88993,56939,680

084 固定資産売却益(売却収入)

別別別別 入入入入
△10,32050,00039,680

  02 車輌運搬具売却益(売却収入)

収収収収
△43,56943,569

  03 固定資産移管収入

支支支支
△53,88993,56939,680

特別収入計(11)

のののの 支支支支
3,000,0003,000,000

039 国庫補助金等特別積立金積立額

部部部部 出出出出
3,000,0003,000,000

  01 国庫補助金等特別積立金積立額

△60,38269,1348,752
040 固定資産売却損・処分損(売却原価)

△16,81125,5638,752
  01 器具及び備品処分損(売却原価)

△22
  02 車輌運搬具処分損(売却原価)

△43,56943,569
  03 固定資産移管

2,939,61869,1343,008,752
特別支出計(12)

△2,993,50724,435△2,969,072
特別収支差額(13)=(11)-(12)

△29,394,688100,837,73671,443,048
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)

繰繰繰繰
△27,537,391674,283,840646,746,449

前期末繰越活動収支差額(15)
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越越越越
△56,932,079775,121,576718,189,497

当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)

活活活活 086 基本金取崩額(17)

動動動動   01 基本金取崩額

収収収収 041 基本金組入額(18)

支支支支   01 4号基本金組入額

差差差差
85,099,6427,513,87392,613,515

087 その他の積立金取崩額(19)

額額額額   01 人件費積立金取崩額

のののの
80,275,8924,568,87384,844,765

  02 施設整備積立金取崩額

部部部部
4,823,7502,945,0007,768,750

  03 備品等購入積立金取崩額

  04 福祉事業対策積立金取崩額

△107,698,000135,889,00028,191,000
042 その他の積立金積立額(20)

  01 人件費積立金積立額

△104,089,000115,089,00011,000,000
  02 施設整備積立金積立額

△975,0009,800,0008,825,000
  03 備品等購入積立金積立額

△2,634,00011,000,0008,366,000
  04 福祉事業対策積立金積立額

  05 その他の積立金積立額

135,865,563646,746,449782,612,012
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)


