
( 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 )

 事業活動計算書 
1頁(単位：円)

平成28年 5月28日第2号の4様式

法人名
施設名

拠点区分

社会福祉法人　足羽福祉会
愛全園
愛全園

備　考当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 前年比勘定科目

収サ 100.16%1,060,275665,942,294667,002,569介護保険事業収益

益｜ 報酬改定　介護報酬減98.72%△4,190,886326,781,836322,590,950  施設介護料収益

ビ 　⇒利用者負担増98.25%△5,152,869294,266,202289,113,333    介護報酬収益

ス 99.75%△4,1191,634,3241,630,205    利用者負担金収益(公費)

活 103.13%966,10230,881,31031,847,412    利用者負担金収益(一般)

動 99.12%△1,395,701159,271,461157,875,760  居宅介護料収益

増 98.72%△1,791,360140,052,887138,261,527  (介護報酬収益)

減 98.89%△1,505,862135,968,998134,463,136    介護報酬収益

の 93.01%△285,4984,083,8893,798,391    介護予防報酬収益

部 102.06%395,65919,218,57419,614,233  (利用者負担金収益)

113,001113,001    介護負担金収益(公費)

101.61%301,76418,764,77119,066,535    介護負担金収益(一般)

95.79%△19,106453,803434,697    介護予防負担金収益(一般)

98.39%△495,05330,659,74630,164,693  地域密着型介護料収益

97.60%△662,58627,593,71826,931,132  (介護報酬収益)

97.60%△662,58627,593,71826,931,132    介護報酬収益

105.46%167,5333,066,0283,233,561  (利用者負担金収益)

105.46%167,5333,066,0283,233,561    介護負担金収益(一般)

95.74%△615,91514,451,25913,835,344  居宅介護支援介護料収益

95.74%△615,91514,451,25913,835,344    居宅介護支援介護料収益

105.39%7,227,185134,155,519141,382,704  利用者等利用料収益

96.99%△20,800690,300669,500    居宅介護サービス利用料収益

97.89%△347,18016,454,26016,107,080    食費収益(公費)

報酬改定に伴い104.02%2,228,92655,499,16057,728,086    食費収益(一般)

特養(従来型)多床室121.54%2,170,57010,077,87012,248,440    居住費収益(公費)

8月～新単価106.32%3,244,99051,320,29054,565,280    居住費収益(一般)

56.60%△49,321113,63964,318    その他の利用料収益

185.25%530,645622,4731,153,118  その他の事業収益

237.80%210,902153,050363,952    補助金事業収益

136.61%9,06124,75133,812    市町村特別事業収益

165.15%289,682444,672734,354    受託事業収益

21,00021,000    その他の事業収益

260.00%80,00050,000130,000経常経費寄附金収益

0.00%△91,44791,447その他の収益

0.00%△91,44791,447  退職給付引当資産取崩益

100.16%1,048,828666,083,741667,132,569サービス活動収益計(1)

費 106.92%29,088,762420,328,915449,417,677人件費

用 一般職員+5名(期末比)108.18%17,862,511218,495,173236,357,684  職員給料

107.26%2,255,75131,090,98833,346,739  職員賞与

112.25%4,518,20736,894,97441,413,181  賞与引当金繰入

92.17%△4,180,26753,415,32249,235,055  非常勤職員給与

92.09%△3,925,43649,615,68645,690,250    非常勤職員給料

医事委託費より訂正516,000516,000    個人嘱託医給与

50.00%△72,000144,00072,000    アルバイト料

80.88%△698,8313,655,6362,956,805    非常勤職員賞与

126.66%6,312,42823,680,35829,992,786  派遣職員費

102.37%305,20012,853,54413,158,744  退職給付費用

14.28%△100,531117,28316,752    退職金

102.79%268,2009,610,5009,878,700    退職手当共済掛金

104.40%137,5313,125,7613,263,292    退職給付引当金繰入

104.59%2,014,93243,898,55645,913,488  法定福利費



( 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 )

 事業活動計算書 
2頁(単位：円)

平成28年 5月28日第2号の4様式

法人名
施設名

拠点区分

社会福祉法人　足羽福祉会
愛全園
愛全園

備　考当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 前年比勘定科目

100.39%332,23285,919,47086,251,702事業費

107.86%3,020,87338,412,79241,433,665  給食費

介護力取組オムツ等減92.50%△546,4747,285,1546,738,680  介護用品費

201.91%121,114118,844239,958  医薬品費

73.32%△65,600245,917180,317  診療・療養等材料費

118.54%90,109485,909576,018  保健衛生費

174.15%545,310735,4401,280,750  医療費

年間行事減51.20%△2,145,6504,396,7322,251,082  教養娯楽費

99.30%△156,67422,404,65222,247,978  水道光熱費

111.87%366,6073,087,3013,453,908  消耗器具備品費

86.93%△144,1411,103,086958,945  保険料

91.39%△416,6474,836,8964,420,249  賃借料

86.06%△352,2092,525,7472,173,538  車輌費

105.56%15,614281,000296,614  雑費

94.04%△2,930,86449,154,39546,223,531事務費

122.71%1,163,8655,125,4786,289,343  福利厚生費

143.09%1,363,0653,163,4784,526,543    福利厚生費

89.85%△199,2001,962,0001,762,800    法人内託児所費用

前年度職員制服一新32.25%△3,362,3914,962,7911,600,400  職員被服費

86.80%△3,41525,87022,455  旅費交通費

研修参加減69.77%△1,041,9013,446,1902,404,289  研修研究費

前年度職員休憩室改善68.17%△1,193,2693,748,7732,555,504  事務消耗品費

113.18%14,653111,186125,839  印刷製本費

87.23%△225,9591,769,3591,543,400  修繕費

111.96%169,9431,420,4481,590,391  通信運搬費

57.25%△29,23168,36939,138  会議費

145.40%22,13848,76070,898  広報費

111.26%1,199,80710,656,29811,856,105  業務委託費

19.09%△1,9582,420462    給食委託費(拠点区分間)

個人嘱託医給与へ訂正90.87%△480,0005,255,2804,775,280    医事委託費

721.38%202,53332,594235,127    洗濯委託費(外部)

100.00%4,800,0004,800,000    施設清掃委託費(拠点区分間)

99.86%△800566,004565,204    ゴミ処分委託費

シルバー人材委託1,480,0321,480,032    その他の業務委託費

第三者、EPA介護福祉189.91%679,192755,4501,434,642  手数料

100.00%10,825,17610,825,176  土地・建物賃借料

42.43%△259,400450,600191,200  租税公課

100.02%8133,971,2643,972,077  保守料

118.43%72,307392,350464,657  渉外費

95.93%△17,784436,484418,700  諸会費

87.20%△120,232939,549819,317  雑費

85.03%△139,888934,365794,477    雑費

479.17%19,6565,18424,840    固定資産・備品等廃棄費

99.60%△2,638658,901656,263利用者負担軽減額

96.73%△2,778,22484,832,37782,054,153減価償却費

本館3F一部大東包括へ95.27%969,442△20,512,936△19,543,494国庫補助金等特別積立金取崩額

62.12%△210,529555,761345,232その他の費用

62.12%△210,529555,761345,232  退職給付引当資産取崩損

103.94%24,468,181620,936,883645,405,064サービス活動費用計(2)

48.13%△23,419,35345,146,85821,727,505サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収サ 93.76%△3,66658,79555,129受取利息配当金収益



( 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 )

 事業活動計算書 
3頁(単位：円)

平成28年 5月28日第2号の4様式

法人名
施設名

拠点区分

社会福祉法人　足羽福祉会
愛全園
愛全園

備　考当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 前年比勘定科目

益｜ 78.01%△490,3222,229,7941,739,472その他のサービス活動外収益

ビ 76.20%△65,600275,600210,000  受入研修費収益

ス 76.16%△112,400471,400359,000  利用者等外給食収益

活 78.94%△312,3221,482,7941,170,472  雑収益

動 78.42%△493,9882,288,5891,794,601サービス活動外収益計(4)

費外 85.41%△158,6641,087,117928,453支払利息

用増 68.03%△135,440423,653288,213その他のサービス活動外費用

減 80.45%△67,587345,800278,213  利用者等外給食費

の 12.84%△67,85377,85310,000  雑損失

部 80.53%△294,1041,510,7701,216,666サービス活動外費用計(5)

74.30%△199,884777,819577,935サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

48.57%△23,619,23745,924,67722,305,440経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特 1,9981,998固定資産売却益

益別 1,9981,998  車輌運搬具売却益

増 本館3F一部大東包括へ17,312,63917,312,639事業区分間固定資産移管収益

減 0.00%△3,615,0293,615,029拠点区分間固定資産移管収益

の 0.00%△34,945,96434,945,964その他の特別収益

部 0.00%△34,945,96434,945,964  過年度損益修正益

0.00%△381,770381,770    過年度損益修正益

0.00%△34,564,19434,564,194    過年度国庫補助金等特別積立金修正益

44.90%△21,246,35638,560,99317,314,637特別収益計(8)

費 5.88%△16171固定資産売却損・処分損

用 0.00%△77  車輌運搬具売却損・処分損・除却損

10.00%△9101  器具及び備品売却損・処分損・除却損

福井大東包括支援C11,017,00011,017,000事業区分間繰入金費用

44.90%△33,846,00061,426,00027,580,000拠点区分間繰入金費用

本館3F一部大東包括へ49,024,13849,024,138事業区分間固定資産移管費用

0.00%△586,745586,745拠点区分間固定資産移管費用

0.00%△61,289,17761,289,177その他の特別損失

0.00%△61,289,17761,289,177  過年度損益修正損

0.00%△61,289,17761,289,177    過年度減価償却費修正損

71.06%△35,680,800123,301,93987,621,139特別費用計(9)

82.97%14,434,444△84,740,946△70,306,502特別増減差額(10)=(8)-(9)

123.66%△9,184,793△38,816,269△48,001,062当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰 93.93%△48,816,269804,138,455755,322,186前期繰越活動増減差額(12)

越 92.42%△58,001,062765,322,186707,321,124当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活 基本金取崩額(14)

動 0.00%△15,000,00015,000,000その他の積立金取崩額(15)

増   施設整備積立金取崩額

減   人件費積立金取崩額

差   修繕費積立金取崩額

額   備品等購入積立金取崩額

の 0.00%△15,000,00015,000,000  他拠点施設整備積立金取崩額

部   長期借入金一括返済資金積立金取崩額

大東包括への資金繰入12.00%△22,000,00025,000,0003,000,000その他の積立金積立額(16)

  施設整備積立金積立額

  人件費積立金積立額

  修繕費積立金積立額

  備品等購入積立金積立額

  他拠点施設整備積立金積立額

12.00%△22,000,00025,000,0003,000,000  長期借入金一括返済資金積立金積立額



( 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 )

 事業活動計算書 
4頁(単位：円)

平成28年 5月28日第2号の4様式

法人名
施設名

拠点区分

社会福祉法人　足羽福祉会
愛全園
愛全園

備　考当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 前年比勘定科目

93.25%△51,001,062755,322,186704,321,124次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)


