
資 金 収 支 計 算 書

（単位 : 円）(自)2015年 4月 1日    (至)2016年 3月31日

第1号の1様式
社会福祉法人はばたき

合 計

平成27年度

勘　定　科　目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

【事業活動による収支】

収入

【事業活動による収支】

介護保険事業収入 28,140,820 1,699,18029,840,000

　居宅介護料収入 25,068,035 1,661,96526,730,000

　　(介護報酬収入) 21,188,596 1,811,40423,000,000

　　　介護報酬収入 17,804,601 1,695,39919,500,000

　　　介護予防報酬収入 3,383,995 116,0053,500,000

　　(利用者負担金収入) 3,879,439 △149,4393,730,000

　　　介護負担金収入(公費) 1,079,395 △79,3951,000,000

　　　介護負担金収入(一般) 2,251,264 △151,2642,100,000

　　　介護予防負担金収入(公費) 82,795 △2,79580,000

　　　介護予防負担金収入(一般) 465,985 84,015550,000

　その他の事業収入 3,072,785 37,2153,110,000

　　補助金事業収入 804,398 5,602810,000

　　その他の事業収入 2,268,387 31,6132,300,000

保育事業収入 118,814,855 △3,097,859115,716,996

　保育所運営費収入 104,967,690 △2,526,080102,441,610

　私的契約利用料収入 695,630 2,339,4403,035,070

　その他の事業収入 13,151,535 △2,911,21910,240,316

　　補助金事業収入 13,151,535 △2,911,21910,240,316

就労支援事業収入 89,640,683 △4,230,68385,410,000

　就労支援事業収入 89,640,683 △4,230,68385,410,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入 185,857,231 △4,534,231181,323,000

　自立支援給付費収入 177,314,828 △4,214,828173,100,000

　　訓練等給付費収入 172,953,778 △1,553,778171,400,000

　　ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入 4,361,050 △2,661,0501,700,000

　利用者負担金収入 8,065,098 157,9028,223,000

　　利用者負担金収入 8,065,098 157,9028,223,000

　その他の事業収入 477,305 △477,305

　　その他の事業収入 477,305 △477,305

○○事業収入 7,178,000 △7,178,000

　その他の事業収入 7,178,000 △7,178,000

　　補助金事業収入 1,418,000 △1,418,000

　　その他の事業収入 5,760,000 △5,760,000

借入金利息補助金収入 18,998 △8,99810,000

　借入金利息補助金収入 18,998 △8,99810,000

経常経費寄附金収入 7,291,000 △791,0006,500,000

　経常経費寄附金収入 7,291,000 △791,0006,500,000

受取利息配当金収入 50,473 △12,94937,524

　受取利息配当金収入 50,473 △12,94937,524

その他の収入 3,013,055 9,918,29912,931,354

　利用者等外給食費収入 2,737,983 △942,9751,795,008

　雑収入 275,072 10,861,27411,136,346

事業活動収入計(1) 440,005,115 △8,236,241431,768,874

支出

人件費支出 225,906,161 △9,289,845216,616,316

　職員給料支出 100,938,013 △1,402,01999,535,994

　職員賞与支出 39,855,053 2,754,84942,609,902

　非常勤職員給与支出 55,930,270 △3,020,29052,909,980

　退職給付支出 2,100,460 △266,4601,834,000
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勘　定　科　目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

　法定福利費支出 27,082,365 △7,355,92519,726,440

事業費支出 59,480,684 △1,717,19757,763,487

　給食費支出 17,695,533 △1,620,49616,075,037

　介護用品費支出 15,989,319 △139,31915,850,000

　保健衛生費支出 1,068,533 △26,6461,041,887

　教養娯楽費支出 3,069,893 130,1073,200,000

　保育材料費支出 2,650,078 1,443,4814,093,559

　水道光熱費支出 3,513,957 △345,3303,168,627

　燃料費支出 1,152,782 115,3561,268,138

　消耗器具備品費支出 702,305 202,008904,313

　保険料支出 3,921,789 △1,563,8092,357,980

　賃借料支出 3,274,977 528,4793,803,456

　車輛費支出 5,946,191 △330,7015,615,490

　雑支出 495,327 △110,327385,000

事務費支出 44,324,395 4,398,87148,723,266

　福利厚生費支出 639,632 2,135,1682,774,800

　職員被服費支出 19,587 △19,587

　旅費交通費支出 1,200,531 353,7371,554,268

　研修研究費支出 1,334,881 △92,8881,241,993

　事務消耗品費支出 2,124,419 △16,0272,108,392

　印刷製本費支出 679,076 △122,618556,458

　水道光熱費支出 866,531 420,3491,286,880

　燃料費支出 527,422 378,545905,967

　修繕費支出 2,979,714 637,9663,617,680

　通信運搬費支出 1,948,769 △147,3561,801,413

　会議費支出 80,00080,000

　広報費支出 165,426 84,374249,800

　業務委託費支出 13,295,017 376,07513,671,092

　手数料支出 1,737,063 592,7952,329,858

　保険料支出 314,960 840,5201,155,480

　賃借料支出 5,924,078 △893,4435,030,635

　土地・建物貸借料支出 7,356,593 △846,5936,510,000

　租税公課支出 977,520 898,9301,876,450

　保守料支出 480,984 △147,984333,000

　渉外費支出 389,874 35,126425,000

　諸会費支出 415,916 24,084440,000

　雑支出 946,402 △172,302774,100

就労支援事業支出 86,875,426 △4,310,42682,565,000

　就労支援事業販売原価支出 80,886,113 △4,511,11376,375,000

　　就労支援事業製造原価支出 80,886,113 △4,511,11376,375,000

　就労支援事業販管費支出 5,989,313 200,6876,190,000

支払利息支出 511,424 △117,424394,000

　支払利息支出 511,424 △117,424394,000

事業活動支出計(2) 417,098,090 △11,036,021406,062,069

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,907,025 2,799,78025,706,805

【施設整備等による収支】

収入

【施設整備等による収支】

固定資産売却収入 10,000 △10,000

　車輌運搬具売却収入 10,000 △10,000

施設整備等収入計(4) 10,000 △10,000

支出

設備資金借入金元金償還支出 4,652,000 150,0004,802,000

　設備資金借入金元金償還支出 4,652,000 150,0004,802,000

固定資産取得支出 3,078,584 △2,778,584300,000
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勘　定　科　目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

　車輌運搬具取得支出 1,967,500 △1,967,500

　器具及び備品取得支出 906,964 △606,964300,000

　ソフトウェア支出 204,120 △204,120

施設整備等支出計(5) 7,730,584 △2,628,5845,102,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △7,720,584 2,618,584△5,102,000

【その他の活動による収支】

収入

【その他の活動による収支】

積立資産取崩収入 4,194,727 △4,194,727

　退職給付引当資産取崩収入 131,340 △131,340

　設備等整備積立資産取崩収入 4,063,387 △4,063,387

拠点区分間長期借入金収入 2,000,000 △2,000,000

　拠点区分間長期借入金収入 2,000,000 △2,000,000

拠点区分間長期貸付金回収収入 1,450,000 △1,450,000

　拠点区分間長期貸付金回収収入 1,450,000 △1,450,000

事業区分間繰入金収入 1,250,0001,250,000

　事業区分間繰入金収入 1,250,0001,250,000

拠点区分間繰入金収入 750,000 △750,000

　拠点区分間繰入金収入 750,000 △750,000

ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 1,224,057 △1,224,057

　ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 1,224,057 △1,224,057

その他の活動収入計(7) 9,618,784 △8,368,7841,250,000

支出

長期運営資金借入金元金償還支出 100,000100,000

　長期運営資金借入金元金償還支出 100,000100,000

積立資産支出 20,467,250 △16,328,7754,138,475

　退職給付引当資産支出 4,439,685 △301,2104,138,475

　保育所施設・整備積立資産支出 12,000,000 △12,000,000

　設備等整備積立資産支出 4,027,565 △4,027,565

拠点区分間長期貸付金支出 2,000,000 △2,000,000

　拠点区分間長期貸付金支出 2,000,000 △2,000,000

拠点区分間長期借入金返済支出 1,450,000 △1,450,000

　拠点区分間長期借入金返済支出 1,450,000 △1,450,000

拠点区分間繰入金支出 750,000 △750,000

　拠点区分間繰入金支出 750,000 △750,000

ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 1,224,057 △1,224,057

　ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 1,224,057 △1,224,057

その他の活動支出計(8) 25,891,307 △21,652,8324,238,475

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △16,272,523 13,284,048△2,988,475

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 △1,086,082 18,702,41217,616,330

前期末支払資金残高(12) 114,486,787 △114,486,787

当期末支払資金残高(11)+(12) 113,400,705 △95,784,37517,616,330
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