
( 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
フレンズあすわ、フレンズみゆき
あすわ児童発達支援センター

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 110.93%11,233,107102,748,499113,981,606障害福祉サービス等事業収益

益｜ 121.96%296,5111,350,2551,646,766  自立支援給付費収益

ビ 121.96%296,5111,350,2551,646,766    介護給付費収益

ス 111.08%10,504,94094,845,401105,350,341  障害児通所給付費収益

活 利用者増183.39%12,847,61315,406,81728,254,430    児童発達支援給付費収益

動 ﾌﾚﾝｽﾞあすわ利用者減95.51%△3,543,72278,880,64575,336,923    放課後等デイサービス給付費収益

増 利用者増315.27%1,201,049557,9391,758,988    保育所等訪問支援給付費収益

減 113.91%508,1903,652,9804,161,170  利用者負担金収益

の 106.52%129,0661,979,7832,108,849  特定費用収益

部 77.65%△205,600920,080714,480  その他の事業収益

49.59%△203,960404,600200,640    補助金事業収益

99.94%△300500,760500,460    受託事業収益

90.90%△1,34014,72013,380    その他の事業収益

0.00%△139,665139,665経常経費寄附金収益

110.78%11,093,442102,888,164113,981,606サービス活動収益計(1)

費 118.30%12,851,68870,233,22183,084,909人件費

用 一般職員+3名(期末比)120.53%7,191,78235,023,23342,215,015  職員給料

133.19%1,605,2074,836,2946,441,501  職員賞与

108.51%524,4836,161,7576,686,240  賞与引当金繰入

57.38%△3,793,6768,901,2875,107,611  非常勤職員給与

定時職員2名減53.23%△3,232,7616,911,3053,678,544    非常勤職員給料

133.33%25,00075,000100,000    個人嘱託医給与

69.31%△451,3151,470,5401,019,225    アルバイト料

69.71%△134,600444,442309,842    非常勤職員賞与

支援員不足補填増185.90%6,285,1617,316,72513,601,886  派遣職員費

105.61%64,1121,142,0831,206,195  退職給付費用

0.00%△32,01332,013    退職金

114.29%89,400625,800715,200    退職手当共済掛金

101.39%6,725484,270490,995    退職給付引当金繰入

114.22%974,6196,851,8427,826,461  法定福利費

85.04%△993,9496,646,1015,652,152事業費

109.47%105,2501,111,4011,216,651  給食費

131.20%1,4544,6616,115  介護用品費

17.15%△5,9457,1761,231  医薬品費

3.98%△31,63932,9521,313  診療・療養等材料費

124.00%9,53139,71149,242  保健衛生費

0.00%△53,40053,400  医療費

0.00%△120,809120,809  被服費

48.98%△67,929133,13865,209  教養娯楽費

101.01%16,0071,591,1941,607,201  水道光熱費

前年度　短期入所開設78.62%△220,0981,029,301809,203  消耗器具備品費

102.74%10,276375,646385,922  保険料

100.00%60,37260,372  賃借料

前年度大型遊具購入43.13%△410,967722,675311,708  教育指導費

ガソリン単価↓83.57%△223,6811,361,6661,137,985  車輌費

0.00%△1,9991,999  雑費

95.07%△621,16712,595,94811,974,781事務費

117.45%129,958744,816874,774  福利厚生費

137.44%157,558420,816578,374    福利厚生費

91.48%△27,600324,000296,400    法人内託児所費用

66.12%△118,866350,850231,984  職員被服費



( 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
フレンズあすわ、フレンズみゆき
あすわ児童発達支援センター

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

109.10%9,780107,505117,285  旅費交通費

87.99%△80,956674,339593,383  研修研究費

前年度職員机等購入45.52%△604,1471,108,933504,786  事務消耗品費

15.40%△33,81239,9686,156  印刷製本費

115.29%123,664808,973932,637  修繕費

109.07%63,514700,153763,667  通信運搬費

70.24%△6,43121,60915,178  会議費

0.00%△32,40032,400  広報費

102.34%22,179947,909970,088  業務委託費

102.49%20,559824,033844,592    給食委託費(拠点区分間)

311.67%13,7166,48020,196    洗濯委託費(外部)

98.78%△1,296106,596105,300    ゴミ処分委託費

0.00%△10,80010,800    事務委託費

74.05%△94,400363,811269,411  手数料

ﾌﾚﾝｽﾞあすわ駐車場102.94%160,0005,448,5405,608,540  土地・建物賃借料

199.46%11,02011,08022,100  租税公課

86.97%△146,8131,126,497979,684  保守料

0.00%△20,00020,000  渉外費

99.85%△10068,34068,240  諸会費

83.40%△3,35720,22516,868  雑費

83.40%△3,35720,22516,868    雑費

100.97%117,70112,147,08812,264,789減価償却費

93.91%44,812△736,392△691,580国庫補助金等特別積立金取崩額

0.00%△26,13926,139その他の費用

0.00%△26,13926,139  退職給付引当資産取崩損

111.27%11,372,946100,912,105112,285,051サービス活動費用計(2)

85.86%△279,5041,976,0591,696,555サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収サ 152.12%2,7795,3328,111受取利息配当金収益

益｜ 17.93%△2,019,8652,461,170441,305その他のサービス活動外収益

ビ 156.67%34,00060,00094,000  受入研修費収益

ス 前年度車輌全損保険金14.46%△2,053,8652,401,170347,305  雑収益

活

動

外 18.22%△2,017,0862,466,502449,416サービス活動外収益計(4)

費増 26,00026,000その他のサービス活動外費用

用減 26,00026,000  雑損失

の 26,00026,000サービス活動外費用計(5)

部 17.17%△2,043,0862,466,502423,416サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

47.72%△2,322,5904,442,5612,119,971経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特 0.00%△450,000450,000施設整備等補助金収益

益別 0.00%△450,000450,000  施設整備等補助金収益

増 0.00%△2,943,6032,943,603固定資産受贈額

減 0.00%△2,943,6032,943,603  固定資産受贈額

の 100.00%24,000,00024,000,000拠点区分間繰入金収益

部 449.05%170,16248,750218,912拠点区分間固定資産移管収益

0.00%△162,036162,036その他の特別収益

0.00%△135,076135,076  過年度損益修正益

0.00%△135,076135,076    過年度減価償却費修正益

0.00%△26,96026,960  その他の特別収益

87.74%△3,385,47727,604,38924,218,912特別収益計(8)

費 0.00%△1,181,1031,181,103固定資産売却損・処分損



( 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
フレンズあすわ、フレンズみゆき
あすわ児童発達支援センター

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

用 前年度車輌全損事故0.00%△1,181,1031,181,103  車輌運搬具売却損・処分損・除却損

0.00%54,075△54,075国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

0.00%△450,000450,000国庫補助金等特別積立金積立額

107.92%384,0004,846,0005,230,000拠点区分間繰入金費用

227,544227,544拠点区分間固定資産移管費用

0.00%△526,281526,281その他の特別損失

0.00%△526,281526,281  過年度損益修正損

0.00%△272,241272,241    過年度減価償却費修正損

0.00%△254,040254,040    過年度国庫補助金等特別積立金修正損

78.53%△1,491,7656,949,3095,457,544特別費用計(9)

90.83%△1,893,71220,655,08018,761,368特別増減差額(10)=(8)-(9)

83.20%△4,216,30225,097,64120,881,339当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰 122.89%25,097,641109,637,401134,735,042前期繰越活動増減差額(12)

越 115.50%20,881,339134,735,042155,616,381当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活 基本金取崩額(14)

動 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   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

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

  長期借入金一括返済資金積立金積立額

115.50%20,881,339134,735,042155,616,381次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)


