
( 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
足羽学園
足羽学園

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 141.37%18,232,52144,076,33262,308,853児童福祉事業収益

益｜ 措置児童4名増140.23%17,718,57144,041,33261,759,903  措置費収益

ビ 135.29%11,662,38033,045,82844,708,208    事務費収益

ス 155.08%6,056,19110,995,50417,051,695    事業費収益

活 1568.43%513,95035,000548,950  その他の事業収益

動 57.14%△15,00035,00020,000    補助金事業収益

増 528,950528,950    受託事業収益

減 83.93%△9,517,73359,217,70749,699,974障害福祉サービス等事業収益

の 75.37%△1,864,3057,569,2915,704,986  自立支援給付費収益

部 短期入所利用減75.37%△1,864,3057,569,2915,704,986    介護給付費収益

契約児童2名減86.03%△5,680,91540,657,42834,976,513  障害児入所給付費収益

86.03%△5,680,91540,657,42834,976,513    福祉型障害児入所施設給付費収益

95.54%△55,6751,249,6531,193,978  利用者負担金収益

75.53%△1,581,7506,464,2234,882,473  補足給付費収益

75.53%△1,581,7506,464,2234,882,473    特定入所障害児食費等給付費収益

87.63%△124,4281,006,022881,594  特定費用収益

90.72%△210,6602,271,0902,060,430  その他の事業収益

452.43%43,56012,36055,920    補助金事業収益

88.22%△251,0232,130,2231,879,200    受託事業収益

97.51%△3,197128,507125,310    その他の事業収益

10.82%△156,637175,63719,000経常経費寄附金収益

108.27%8,558,151103,469,676112,027,827サービス活動収益計(1)

費 未就学児対応107.96%4,981,72562,546,26867,527,993人件費

用 1月～臨時より登用107.52%3,007,58240,007,95343,015,535  職員給料

104.06%220,4525,428,0785,648,530  職員賞与

110.12%656,8816,489,6027,146,483  賞与引当金繰入

7月～臨時職員1名増170.52%1,113,2621,578,6492,691,911  非常勤職員給与

193.10%973,0871,045,1662,018,253    非常勤職員給料

100.00%499,440499,440    個人嘱託医給与

18,00018,000    アルバイト料

458.88%122,17534,043156,218    非常勤職員賞与

0.00%△307,252307,252  派遣職員費

94.89%△66,6001,303,2941,236,694  退職給付費用

12,35812,358    退職金

116.67%89,400536,400625,800    退職手当共済掛金

78.05%△168,358766,894598,536    退職給付引当金繰入

104.81%357,4007,431,4407,788,840  法定福利費

96.63%△429,62912,738,99312,309,364事業費

101.03%58,3535,677,5555,735,908  給食費

220.05%119,18499,277218,461  介護用品費

92.56%△4716,3295,858  医薬品費

100.79%61978,01978,638  診療・療養等材料費

126.74%87,575327,477415,052  保健衛生費

0.00%△21,25021,250  医療費

38.04%△43,99771,00927,012  被服費

100.83%3,950473,252477,202  教養娯楽費

560.23%18,8884,10422,992  日用品費

暖冬の影響84.64%△474,5393,090,1652,615,626  水道光熱費

56.66%△109,268252,143142,875  燃料費

160.59%174,368287,787462,155  消耗器具備品費

77.53%△66,229294,773228,544  保険料



( 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
足羽学園
足羽学園

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

89.70%△63,034612,013548,979  賃借料

85.04%△115,313770,603655,290  教育指導費

102.50%16,481658,117674,598  車輌費

1.15%△14,94615,120174  雑費

102.04%246,08012,087,68112,333,761事務費

122.02%155,971708,267864,238  福利厚生費

職員旅行(隔年)134.71%158,371456,267614,638    福利厚生費

99.05%△2,400252,000249,600    法人内託児所費用

職員制服一身704.19%434,39471,897506,291  職員被服費

452.51%83,38723,655107,042  旅費交通費

前年度大型(OJT)研修70.44%△202,251684,195481,944  研修研究費

89.62%△43,567419,785376,218  事務消耗品費

79.07%△2,64612,6409,994  印刷製本費

79.59%△359,7281,762,4271,402,699  修繕費

104.26%12,288288,432300,720  通信運搬費

122.63%1,5046,6468,150  会議費

104.36%277,7606,376,6166,654,376  業務委託費

95.17%△274,5685,686,4635,411,895    給食委託費(拠点区分間)

18.17%△303,877371,33367,456    洗濯委託費(外部)

387.98%590,666205,105795,771    施設清掃委託費(外部)

87.43%△14,295113,71599,420    ゴミ処分委託費

279,834279,834    その他の業務委託費

128.89%36,413126,054162,467  手数料

85.25%△14,800100,35085,550  租税公課

93.23%△91,5381,352,2751,260,737  保守料

250.00%3,0002,0005,000  渉外費

93.26%△5,20077,10071,900  諸会費

48.36%△38,90775,34236,435  雑費

47.72%△37,54571,82034,275    雑費

61.33%△1,3623,5222,160    固定資産・備品等廃棄費

一部資産耐用年数経過90.55%△937,6519,917,9468,980,295減価償却費

一部資産耐用年数経過80.54%970,858△4,988,109△4,017,251国庫補助金等特別積立金取崩額

44,32744,327その他の費用

44,32744,327  退職給付引当資産取崩損

105.28%4,875,71092,302,77997,178,489サービス活動費用計(2)

132.98%3,682,44111,166,89714,849,338サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収サ 115.46%20,907135,240156,147借入金利息補助金収益

益｜ 127.30%17,61564,51882,133受取利息配当金収益

ビ 149.58%192,523388,318580,841その他のサービス活動外収益

ス 101.24%2,000161,600163,600  受入研修費収益

活 車輌事故保険金等184.04%190,523226,718417,241  雑収益

動 139.29%231,045588,076819,121サービス活動外収益計(4)

費外 115.46%41,815270,480312,295支払利息

用増 6465.66%493,3397,750501,089その他のサービス活動外費用

減 弁済補償金　499千円6465.66%493,3397,750501,089  雑損失

の 292.34%535,154278,230813,384サービス活動外費用計(5)

部 1.85%△304,109309,8465,737サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

129.44%3,378,33211,476,74314,855,075経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特 0.00%△1,460,0001,460,000固定資産受贈額

益別 0.00%△1,460,0001,460,000  固定資産受贈額

増 0.00%△323,575323,575固定資産売却益



( 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
足羽学園
足羽学園

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

減 0.00%△323,575323,575  車輌運搬具売却益

の 48.54%△1,392,7082,706,4281,313,720拠点区分間固定資産移管収益

部 0.00%△20,554,99420,554,994その他の特別収益

0.00%△20,554,99420,554,994  過年度損益修正益

0.00%△3,937,7253,937,725    過年度損益修正益

0.00%△16,617,26916,617,269    過年度減価償却費修正益

5.25%△23,731,27725,044,9971,313,720特別収益計(8)

費 100.00%11固定資産売却損・処分損

用 11  車輌運搬具売却損・処分損・除却損

0.00%△11  器具及び備品売却損・処分損・除却損

98.36%△48,0002,923,0002,875,000拠点区分間繰入金費用

40.15%△124,220207,53883,318拠点区分間固定資産移管費用

0.00%△12,645,72612,645,726その他の特別損失

0.00%△12,645,72612,645,726  過年度損益修正損

0.00%△5656    過年度減価償却費修正損

0.00%△12,645,67012,645,670    過年度国庫補助金等特別積立金修正損

18.75%△12,817,94615,776,2652,958,319特別費用計(9)

△17.74%△10,913,3319,268,732△1,644,599特別増減差額(10)=(8)-(9)

63.68%△7,534,99920,745,47513,210,476当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰 109.64%5,735,32659,504,64465,239,970前期繰越活動増減差額(12)

越 97.76%△1,799,67380,250,11978,450,446当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活 基本金取崩額(14)

動 120.24%1,010,1494,989,8516,000,000その他の積立金取崩額(15)

増 弁済資金(目的外承認)6,000,0006,000,000  施設整備積立金取崩額

減 0.00%△4,989,8514,989,851  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   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

弁済資金要の為減少10.00%△18,000,00020,000,0002,000,000その他の積立金積立額(16)

15.38%△11,000,00013,000,0002,000,000  施設整備積立金積立額

0.00%△7,000,0007,000,000  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

  長期借入金一括返済資金積立金積立額

126.38%17,210,47665,239,97082,450,446次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)


