
( 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
足羽ﾜｰｸｾﾝﾀｰ、足羽ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、ﾊﾟｽﾃﾙ、ｽﾏｲﾙ
あすわ就労支援センター

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 97.73%△2,574,367113,602,195111,027,828就労支援事業収益

益｜ 障がいGH一部利用なし96.59%△2,922,27085,743,78582,821,515  給食事業収益

ビ 106.25%504,5648,076,0408,580,604  飲食事業収益

ス 104.85%407,6508,403,0958,810,745  受注事業収益

活 94.77%△591,75111,318,77510,727,024  役務事業収益

動 145.36%27,44060,50087,940  マット製造販売事業収益

増 98.46%△4,066,435263,373,758259,307,323障害福祉サービス等事業収益

減 97.49%△6,315,683251,650,009245,334,326  自立支援給付費収益

の 98.30%△1,115,10865,446,53464,331,426    介護給付費収益

部 就労移行　利用者減97.28%△5,054,669186,014,500180,959,831    訓練等給付費収益

22.79%△145,906188,97543,069    計画相談支援給付費収益

20.03%△194,786243,58048,794  利用者負担金収益

食事公費負担減405.71%3,695,8971,208,9534,904,850  特定費用収益

87.81%△1,251,86310,271,2169,019,353  その他の事業収益

ジョブ助成金減39.49%△1,130,1301,867,600737,470    補助金事業収益

99.72%△23,4568,279,1368,255,680    受託事業収益

21.05%△98,277124,48026,203    その他の事業収益

100.00%20,00020,000経常経費寄附金収益

98.24%△6,640,802376,995,953370,355,151サービス活動収益計(1)

費 111.33%19,301,554170,431,993189,733,547人件費

用 一般職員+6名(期末比)117.85%16,213,56190,813,016107,026,577  職員給料

119.08%2,496,53113,083,55515,580,086  職員賞与

98.95%△182,78217,460,81417,278,032  賞与引当金繰入

105.17%1,173,66222,697,83723,871,499  非常勤職員給与

101.87%394,29521,032,85821,427,153    非常勤職員給料

100.00%66,00066,000    個人嘱託医給与

0.00%△24,00024,000    アルバイト料

嘱託年俸制⇒引当不要151.01%803,3671,574,9792,378,346    非常勤職員賞与

事務員⇒一般職員登用6.26%△3,264,9323,482,903217,971  派遣職員費

110.28%331,3053,221,9423,553,247  退職給付費用

113.16%223,5001,698,6001,922,100    退職手当共済掛金

107.08%107,8051,523,3421,631,147    退職給付引当金繰入

112.88%2,534,20919,671,92622,206,135  法定福利費

95.61%△536,77712,213,87311,677,096事業費

98.30%△19,8341,169,5841,149,750  給食費

1775.68%16,67399517,668  介護用品費

107.29%2022,7722,974  医薬品費

99.82%△4927,12827,079  診療・療養等材料費

127.82%303,9111,092,5991,396,510  保健衛生費

利用者ジャージ購入889,475889,475  被服費

95.97%△23,949594,009570,060  教養娯楽費

78,33478,334  本人支給金

96.55%△97,7132,833,6812,735,968  水道光熱費

100.57%2,734477,937480,671  消耗器具備品費

111.45%72,265631,130703,395  保険料

35.08%△125,721193,66867,947  賃借料

パソコン講師終了16.49%△1,150,1481,377,325227,177  教育指導費

ガソリン単価↓87.08%△492,7953,813,0453,320,250  車輌費

9,8389,838  雑費

108.61%2,029,92423,569,11225,599,036事務費

148.26%860,6081,783,2712,643,879  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
足羽ﾜｰｸｾﾝﾀｰ、足羽ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、ﾊﾟｽﾃﾙ、ｽﾏｲﾙ
あすわ就労支援センター

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

職員旅行(隔年)179.70%847,4081,063,2711,910,679    福利厚生費

101.83%13,200720,000733,200    法人内託児所費用

職員制服一新3200.15%620,09220,002640,094  職員被服費

134.34%442,9461,289,8341,732,780  旅費交通費

111.50%133,9261,164,7951,298,721  研修研究費

83.99%△185,7581,160,220974,462  事務消耗品費

65.19%△13,36138,38425,023  印刷製本費

112.37%130,7901,057,0951,187,885  修繕費

100.19%3,7221,992,3791,996,101  通信運搬費

109.73%3,85339,57943,432  会議費

51.35%△130,132267,507137,375  業務委託費

0.00%△186,340186,340    給食委託費(拠点区分間)

371.70%7,9202,91510,835    洗濯委託費(外部)

136.87%28,84878,252107,100    ゴミ処分委託費

12,96012,960    事務委託費

6,4806,480    その他の業務委託費

132.44%162,092499,610661,702  手数料

101.41%159,65311,316,20511,475,858  土地・建物賃借料

239.30%66,53647,764114,300  租税公課

100.01%1561,781,6601,781,816  保守料

92.39%△4,98065,46060,480  渉外費

83.86%△56,667351,017294,350  諸会費

76.44%△163,552694,330530,778  雑費

66.42%△194,938580,496385,558    雑費

127.57%31,386113,834145,220    固定資産・備品等廃棄費

食材料費増102.65%3,314,415125,180,809128,495,224就労支援事業費用

事業所事業別収支差額102.82%3,526,772124,867,588128,394,360  就労支援事業販売原価

　　↓102.82%3,526,772124,867,588128,394,360    当期就労支援事業製造原価

利用者工賃決算一時金32.20%△212,357313,221100,864  就労支援事業販管費

102.05%330,35116,089,46916,419,820減価償却費

移管及び耐年経過資産100.10%△7,296△7,323,982△7,331,278国庫補助金等特別積立金取崩額

0.00%△152,632152,632その他の費用

0.00%△152,632152,632  退職給付引当資産取崩損

107.13%24,279,539340,313,906364,593,445サービス活動費用計(2)

15.71%△30,920,34136,682,0475,761,706サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収サ 175.54%57,71176,393134,104受取利息配当金収益

益｜ 100.41%5,4961,354,0921,359,588その他のサービス活動外収益

ビ 45.24%△119,680218,54098,860  受入研修費収益

ス 111.02%125,1761,135,5521,260,728  雑収益

活

動

外 104.42%63,2071,430,4851,493,692サービス活動外収益計(4)

費増 400.57%5,2601,7507,010その他のサービス活動外費用

用減 400.57%5,2601,7507,010  雑損失

の 400.57%5,2601,7507,010サービス活動外費用計(5)

部 104.06%57,9471,428,7351,486,682サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

19.02%△30,862,39438,110,7827,248,388経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特 地活C一部自拠点負担56.90%△1,954,8374,535,8372,581,000拠点区分間繰入金収益

益別 地活C　相談より移行80.27%△381,8211,934,8481,553,027拠点区分間固定資産移管収益

増 0.00%△18,180,91018,180,910その他の特別収益

減 0.00%△18,180,91018,180,910  過年度損益修正益



( 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
足羽ﾜｰｸｾﾝﾀｰ、足羽ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、ﾊﾟｽﾃﾙ、ｽﾏｲﾙ
あすわ就労支援センター

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

の 0.00%△15,953,90715,953,907    過年度減価償却費修正益

部 0.00%△2,227,0032,227,003    過年度国庫補助金等特別積立金修正益

16.77%△20,517,56824,651,5954,134,027特別収益計(8)

費 100.00%11固定資産売却損・処分損

用 100.00%11  車輌運搬具売却損・処分損・除却損

107.10%849,00011,957,00012,806,000拠点区分間繰入金費用

4.50%△1,627,0131,703,64676,633拠点区分間固定資産移管費用

0.00%△12,100,43712,100,437その他の特別損失

0.00%△12,100,43712,100,437  過年度損益修正損

0.00%△5,756,0735,756,073    過年度減価償却費修正損

0.00%△6,344,3646,344,364    過年度国庫補助金等特別積立金修正損

50.01%△12,878,45025,761,08412,882,634特別費用計(9)

788.53%△7,639,118△1,109,489△8,748,607特別増減差額(10)=(8)-(9)

△4.05%△38,501,51237,001,293△1,500,219当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰 74.67%△39,808,530157,149,042117,340,512前期繰越活動増減差額(12)

越 59.67%△78,310,042194,150,335115,840,293当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活 基本金取崩額(14)

動 7,000,0007,000,000その他の積立金取崩額(15)

増 スマイル改装・車輌7,000,0007,000,000  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

  就労支援積立金取崩額

    工賃変動積立金取崩額

    設備整備等積立金取崩額

6.49%△72,000,00077,000,0005,000,000その他の積立金積立額(16)

前年度余剰資金整理6.49%△72,000,00077,000,0005,000,000  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

  就労支援積立金積立額

    工賃変動積立金積立額

    設備整備等積立金積立額

100.59%689,958117,150,335117,840,293次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)


