
( 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
足羽更生園
足羽更生園

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 報酬改定112.26%49,332,199402,411,753451,743,952障害福祉サービス等事業収益

益｜ 　重度利用者に対する113.79%47,212,351342,489,338389,701,689  自立支援給付費収益

ビ 　収益増及び利用者増113.79%47,212,351342,489,338389,701,689    介護給付費収益

ス 85.48%△42,519292,869250,350  利用者負担金収益

活 86.39%△1,837,85313,506,30011,668,447  補足給付費収益

動 86.39%△1,837,85313,506,30011,668,447    特定障害者特別給付費収益

増 利用者増108.36%2,894,95434,611,25337,506,207  特定費用収益

減 109.60%1,105,26611,511,99312,617,259  その他の事業収益

の 165.11%91,948141,230233,178    補助金事業収益

部 111.78%991,3088,416,7359,408,043    受託事業収益

100.75%22,0102,954,0282,976,038    その他の事業収益

55.42%△73,841165,63791,796経常経費寄附金収益

18.18%△98,074119,86821,794その他の収益

18.18%△98,074119,86821,794  退職給付引当資産取崩益

112.21%49,160,284402,697,258451,857,542サービス活動収益計(1)

費 104.68%11,117,168237,493,167248,610,335人件費

用 一般職員+2名(期末比)105.87%7,708,597131,425,839139,134,436  職員給料

103.81%712,71318,729,68919,442,402  職員賞与

109.29%2,192,76923,593,66825,786,437  賞与引当金繰入

101.43%320,21622,454,45922,774,675  非常勤職員給与

102.24%437,83519,519,64019,957,475    非常勤職員給料

100.00%624,000624,000    個人嘱託医給与

93.98%△4,61076,61072,000    アルバイト料

94.94%△113,0092,234,2092,121,200    非常勤職員賞与

106.74%638,3969,469,30910,107,705  派遣職員費

89.90%△461,3554,567,5844,106,229  退職給付費用

247.69%17,18211,63428,816    退職金

98.08%△44,7002,324,4002,279,700    退職手当共済掛金

80.56%△433,8372,231,5501,797,713    退職給付引当金繰入

100.02%5,83227,252,61927,258,451  法定福利費

102.44%1,136,06846,542,65147,678,719事業費

利用者増103.71%721,75719,468,62320,190,380  給食費

140.89%113,796278,284392,080  介護用品費

90.81%△3,06633,35830,292  医薬品費

107.89%21,240269,267290,507  診療・療養等材料費

83.64%△187,4831,146,259958,776  保健衛生費

12,34012,340  医療費

60.65%△127,697324,548196,851  被服費

111.99%410,9213,428,2913,839,212  教養娯楽費

159.02%42,93072,740115,670  日用品費

暖冬の影響90.50%△1,203,72312,670,81011,467,087  水道光熱費

63.65%△326,176897,357571,181  燃料費

ソファ等購入171.32%1,867,8902,618,8444,486,734  消耗器具備品費

117.65%110,319625,189735,508  保険料

85.12%△266,3011,789,9001,523,599  賃借料

105.38%59,5411,107,0921,166,633  教育指導費

ガソリン単価↓93.88%△110,8661,812,0891,701,223  車輌費

646646  雑費

120.57%5,478,21626,635,69632,113,912事務費

111.37%334,0492,938,3503,272,399  福利厚生費

職員旅行(隔年)124.98%473,2491,894,3502,367,599    福利厚生費



( 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
足羽更生園
足羽更生園

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

86.67%△139,2001,044,000904,800    法人内託児所費用

職員制服一新545.69%1,607,559360,6931,968,252  職員被服費

付添旅行(日帰りのみ)25.98%△1,361,6971,839,514477,817  旅費交通費

108.52%173,8882,039,8852,213,773  研修研究費

108.81%174,8721,984,1222,158,994  事務消耗品費

89.14%△5,34649,24443,898  印刷製本費

123.32%1,343,9015,762,8737,106,774  修繕費

113.03%133,4011,023,9841,157,385  通信運搬費

85.72%△3,30223,11719,815  会議費

108.60%381,9044,438,6244,820,528  業務委託費

3.97%△102,086106,3084,222    給食委託費(拠点区分間)

46.55%△793,6651,484,742691,077    洗濯委託費(外部)

113.34%326,2462,446,3452,772,591    施設清掃委託費(外部)

121.79%87,411401,229488,640    ゴミ処分委託費

863,998863,998    その他の業務委託費

樹木(桜)病気撤去費用270.57%882,888517,6121,400,500  手数料

ワンステップ賃借料351.20%2,050,875816,4192,867,294  土地・建物賃借料

35.37%△188,290291,340103,050  租税公課

97.92%△82,8143,982,9923,900,178  保守料

183.40%90,835108,920199,755  渉外費

104.35%6,200142,555148,755  諸会費

80.76%△60,707315,452254,745  雑費

65.69%△91,293266,054174,761    雑費

161.92%30,58649,39879,984    固定資産・備品等廃棄費

103.73%797,90821,392,27722,190,185減価償却費

一部資産耐用年数経過93.75%592,078△9,470,817△8,878,739国庫補助金等特別積立金取崩額

706,480706,480徴収不能引当金繰入

65.79%△38,499112,53874,039その他の費用

65.79%△38,499112,53874,039  退職給付引当資産取崩損

106.13%19,789,419322,705,512342,494,931サービス活動費用計(2)

136.72%29,370,86579,991,746109,362,611サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収サ 234.21%93,94970,001163,950受取利息配当金収益

益｜ 149.98%859,1071,719,0332,578,140その他のサービス活動外収益

ビ 30.08%△168,410240,86072,450  受入研修費収益

ス 30.48%△78,000112,20034,200  利用者等外給食収益

活 キャリアアップ助成他180.93%1,105,5171,365,9732,471,490  雑収益

動

外 153.27%953,0561,789,0342,742,090サービス活動外収益計(4)

費増 110.70%58,172543,439601,611その他のサービス活動外費用

用減 110.70%58,172543,439601,611  雑損失

の 110.70%58,172543,439601,611サービス活動外費用計(5)

部 171.84%894,8841,245,5952,140,479サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

137.26%30,265,74981,237,341111,503,090経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特 0.00%△203,800203,800固定資産受贈額

益別 0.00%△203,800203,800  固定資産受贈額

増 13.74%△1,951,2432,262,105310,862拠点区分間固定資産移管収益

減 0.00%△30,313,63030,313,630その他の特別収益

の 0.00%△30,313,63030,313,630  過年度損益修正益

部 0.00%△30,313,63030,313,630    過年度減価償却費修正益

0.95%△32,468,67332,779,535310,862特別収益計(8)

費 6772600.00%135,4502135,452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
足羽更生園
足羽更生園

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

用 0.00%△11  車輌運搬具売却損・処分損・除却損

13545100.00%135,4501135,451  器具及び備品売却損・処分損・除却損

11  その他の固定資産売却損・処分損・除却損

102.93%843,00028,813,00029,656,000拠点区分間繰入金費用

168.35%798,2511,167,9631,966,214拠点区分間固定資産移管費用

0.00%△25,335,59825,335,598その他の特別損失

0.00%△25,335,59825,335,598  過年度損益修正損

0.00%△3,937,7253,937,725    過年度損益修正損

0.00%△11    過年度減価償却費修正損

0.00%△21,397,87221,397,872    過年度国庫補助金等特別積立金修正損

57.41%△23,558,89755,316,56331,757,666特別費用計(9)

139.53%△8,909,776△22,537,028△31,446,804特別増減差額(10)=(8)-(9)

136.38%21,355,97358,700,31380,056,286当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰 96.27%△7,299,687195,510,019188,210,332前期繰越活動増減差額(12)

越 105.53%14,056,286254,210,332268,266,618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

弁済資金要の為減少80.30%△13,000,00066,000,00053,000,000その他の積立金積立額(16)

80.30%△13,000,00066,000,00053,000,000  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

114.38%27,056,286188,210,332215,266,618次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)


