
第二号第一様式 平成29年5月24日

（自平成28年4月1日　至平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　（単位：円）慣 

勘定科目 ��当年度決算は） ���前年度決算（R） ��増減仏）－（R） �前年比 ��備　考 
サ I ビ ス 活 動 増 減 の 部 �収 益 �介護保険事業収益 �844，666，907 ���852，732．880 ��△8．065．973 �99．05 �� 

老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保穫事業収益 �69．125．497 1．404．370 ���69，431．965 1．502．000 ��△306，468 △97．630 �99．56 93．50 

医療事業収益 その他の事業収益 �4，895．750 ���8，492．881 ��△3．597．131 �57．65 

その他の福祉事業収益 �2．056，130 ���2，035．360 ��20．770 �101．02 

経常経費寄附金収益 その他の収益 �100，000 ���299，000 ��△199．000 �33．44 

サービス活動収益帥（1） �922．248，654 ���934494086 ��△121245．432 �9869 �� 

費 用 �人件貸 事業賞 事務費 就労支援事業賞用 �679，773．163 ���675．064．609 ��4708，554 �100．70 �� 

178，274，137 ���185．856．882 ��△7，582．745 �95．92 

29．118．119 ���36，862．133 ��△7，744．014 �78．99 

授産事案賞用 利用者負担軽減額 �162．014 ���215，426 ��△53．412 �75．21 

減価償却貰 国庫補助金等特別樹立金取崩額 徴収不能額 �119．837，501 ���117．627，023 ��2，210．478 �10し88 

△42，4 �96，863 ��△42．992，314 ��495，451 �98．85 

徴収不能引当金繰入 その他の貸用 �14．304 ���14，304 ��14304 △14304 �0．00 

サービス活動賞胴部（2） �964．682．375 ���972，648．063 ��△7，965，688 �99．18 �� 

サービス活動増減差額（3）こく1）－（2） ��△42，433．721 ���△38－153．977 ��△4，279．744 �111．22 �� 

サ i ビ ス 活 動 外 地 �収 益 �借入金利息補助金収益 �96．600 ���120．750 ��△24150 �80．00 �� 

受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券秤価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 �16．8 9．081．9 ��80 62 �6 3．72 �0，575 6．997 �△43．695 5．354．965 �27．87 243．68 

サービス活動外収益紳（4） �9，195．442 ���3．908．322 ��5．287．120 �235．28 �� 

減 の 龍 �費 用 �支払利息 有価純券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 �7I7 9 �99．271 17．750 ��9．44 55．21 �6，818 1．686 �△1．647，547 △54．293，936 �82．56 1．66 �� 

サービス活動外費用討（5） �8．717．021 ���64．658．504 ��△55．941．483 �13．48 �� 

サービス活動外増減差額（6）こく4）－（5） ��478，421 ���△60．750．182 ��61．228．603 �△0．79 �� 

経常増減差額（7）＝（3）†（6） ���△41．955．300 ���△98．904．159 ��56．948，859 �42．42 �� 

特 別 機 減 の 部 �収 益 �施投整鯖等補助金収益 施級整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 �2．077．0 14．3 ��00 05 �1．58 27 �0，000 1．443 �497．000 △257．138 �131 5 �．46 ．27 � 

特別収益請（8） �2．091．305 ���1．851．443 ��239，862 �112．96 �� 

費 用 �基本金絶入額 資産評価損 固定資産売却損・処分紙 国庫補助金等特別積立金取捌額（除却等） �242，899 ���11 ��242．888 �208172．73 �� 

国庫補助金等特別概立金棚立類 災害損失 その他の特別損失 �17．334．000 ���2，118言20 ��15．215．880 �818．37 

特別賞用請（9） �17I576．899 ���2．118．131 ��15．458．768 �829．83 �� 

特別増減差嶺（10）＝（8）－（9） ��△15．485．594 ���△266．688 ��△15．218．906 �5806．63 �� 

当期活動増減差額（11）こく7）†（10） ���△571440，894 ���△99．170．847 ��41．729．953 �57．92 �� 

録 趨 活 動 増 減 差 籍 の �前期繰越活動増減差額（12） ��226．611．975 ���323．282，822 ��△96．670，847 �70．10 �� 

当期末繰越活動増減差額（13）こく11日（12） ��169．171．081 ���224．111．975 ��△54，940．894 �75．49 �� 

基本金取崩頼（14） 101その他の楕立金取劇額（15） 050その他の積立金楕立額（16） ��4，100IOOO ���2．500．000 ��lI600，000 �164．00 �� 

龍 �次期繰越活動増減差額（17）＝（13）†（14）†（15）－（16） ��173．271．081 ���226．611．975 ��△53，340．894 �76．46 �� 


