
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)

就労支援事業収益 8,544,887 4,090,52712,635,414

  農作等事業収入 8,544,887 4,090,52712,635,414

障害福祉サービス等事業収益 78,580,663 2,394,47180,975,134

  自立支援給付費収益 68,540,320 △2,310,06066,230,260

    介護給付費収益 24,797,380 △1,569,71623,227,664

    訓練等給付費収益 43,742,940 △740,34443,002,596

  障害児施設給付費収益 0 2,318,4902,318,490

    障害児通所給付費収益 0 2,318,4902,318,490

  利用者負担金収益 5,602,887 △181,9985,420,889

  補足給付費収益 600,000 0600,000

    特例特定障害者特別給付費収益 600,000 0600,000

  その他の事業収益 3,837,456 2,568,0396,405,495

    補助金事業収益 0 41,00041,000

    補助金事業収益（公費） 1,495,226 △1,495,2260

    受託事業収益 2,280,070 4,064,6206,344,690

    その他の事業収益 62,160 △42,35519,805

経常経費寄附金収益 0 488,813488,813

サービス活動収益計 (1) 87,125,550 6,973,81194,099,361

人件費 52,452,445 2,294,19254,746,637

  職員給料 31,801,070 235,79732,036,867

  職員賞与 3,709,608 150,6043,860,212

  非常勤職員給与 10,559,969 608,76611,168,735

  退職給付費用 847,224 27,658874,882

  法定福利費 5,534,574 1,271,3676,805,941

事業費 14,854,058 △422,51114,431,547

  給食費 4,948,876 △87,6094,861,267

  保健衛生費 377,500 △282,50095,000

  教養娯楽費 153,843 △113,04340,800

  水道光熱費 2,205,340 △167,9352,037,405

  消耗器具備品費 1,320,408 810,7962,131,204

  保険料 1,174,570 △543,330631,240

  賃借料 41,910 447,920489,830

  車輌費 4,631,611 △486,8104,144,801

事務費 10,516,847 924,86411,441,711

  福利厚生費 3,300 80,00083,300

  旅費交通費 3,086 △3,0860

  研修研究費 265,796 240,427506,223

  事務消耗品費 778,161 △714,03264,129

  修繕費 421,884 27,576449,460

  通信運搬費 437,172 218,848656,020

  広報費 89,980 38,500128,480

  業務委託費 3,496,818 △1,130,4962,366,322

    その他の委託費 3,496,818 △1,130,4962,366,322

  手数料 199,966 △114,85285,114

  保険料 381,150 541,550922,700

  賃借料 511,744 396,433908,177

  土地・建物賃借料 2,174,318 925,6823,100,000

  租税公課 124,500 630125,130

  保守料 730,654 △111,214619,440

  諸会費 391,960 △24,340367,620

  雑費 506,358 553,2381,059,596

    雑費 506,358 553,2381,059,596

就労支援事業費用 15,365,115 △989,32914,375,786
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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)

  就労支援事業販売原価 15,365,115 △989,32914,375,786

    当期就労支援事業製造原価 15,365,115 △989,32914,375,786

減価償却費 3,730,588 1,429,8265,160,414

国庫補助金等特別積立金取崩額 △1,330,699 △64,862△1,395,561

サービス活動費用計 (2) 95,588,354 3,172,18098,760,534

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △8,462,804 3,801,631△4,661,173

受取利息配当金収益 82 △3547

その他のサービス活動外収益 2,555,170 1,394,6163,949,786

  利用者等外給食収益 2,258,300 △64,8002,193,500

  雑収益 296,870 1,459,4161,756,286

    雑収益 296,870 1,459,4161,756,286

サービス活動外収益計 (4) 2,555,252 1,394,5813,949,833

支払利息 491,619 △100,882390,737

サービス活動外費用計 (5) 491,619 △100,882390,737

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 2,063,633 1,495,4633,559,096

経常増減差額 (7)=(3)+(6) △6,399,171 5,297,094△1,102,077

施設整備等補助金収益 698,774 △698,7740

  施設整備等補助金収益 698,774 △698,7740

固定資産売却益 0 33,49933,499

  車輌運搬具売却益 0 33,49933,499

特別収益計 (8) 698,774 △665,27533,499

国庫補助金等特別積立金積立額 698,774 △698,7740

特別費用計 (9) 698,774 △698,7740

特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 33,49933,499

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △6,399,171 5,330,593△1,068,578

前期繰越活動増減差額 (12) △9,856,563 △6,399,171△16,255,734

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) △16,255,734 △1,068,578△17,324,312

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) △16,255,734 △1,068,578△17,324,312
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