
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
会費収入 0 2,064,000 -2,064,000

　会費収入 0 2,064,000 -2,064,000

　　社協会費収入 1,408,000 -1,408,000

　　賛助会員会費収入 656,000 -656,000

寄附⾦収⼊ 0 1,773,193 -1,773,193

　寄附⾦収⼊ 1,773,193 -1,773,193

経常経費補助⾦収⼊ 0 14,279,060 -14,279,060

　都道府県補助⾦収⼊ 450,000 -450,000

　市区町村補助⾦収⼊ 0 11,771,000 -11,771,000

　　運営費補助⾦収⼊ 11,771,000 -11,771,000

　助成⾦収⼊ 0 3,060 -3,060

　　社会福祉法⼈減免助成⾦収⼊ 3,060 -3,060

　共同募⾦配分⾦収⼊ 0 2,055,000 -2,055,000

　　⼀般募⾦配分⾦収⼊ 1,065,000 -1,065,000

　　歳末たすけあい配分⾦収⼊ 990,000 -990,000

受託⾦収⼊ 0 11,835,900 -11,835,900

　市区町村受託⾦収⼊ 0 11,699,400 -11,699,400

　　福祉センター管理受託⾦収⼊ 7,285,000 -7,285,000

　　介護予防ケアマネジメント事業受託⾦収⼊ 4,166,400 -4,166,400

　　福祉⽤具住宅改修⽀援事業受託⾦収⼊ 8,000 -8,000

　　地域サロン活動推進事業受託⾦収⼊ 240,000 -240,000

　都道府県社協受託⾦収⼊ 0 136,500 -136,500

　　⽣活福祉資⾦貸付事業受託⾦収⼊ 136,500 -136,500

　福祉医療機構受託⾦収⼊ 0 0 0

　　退職共済事務費収入 0

　全社協受託⾦収⼊ 0

貸付事業収入 0 293,000 -293,000

　償還⾦収⼊ 0 293,000 -293,000

　　償還⾦収⼊ 293,000 -293,000

介護保険事業収入 0 64,380,590 -64,380,590

　居宅介護料収⼊ 0 40,012,574 -40,012,574

　　（介護報酬収入） 0

　　介護報酬収入 26,966,681 -26,966,681

　　介護予防報酬収入 10,650,576 -10,650,576

　　（利⽤者負担⾦収⼊） 0

　　介護負担⾦収⼊（公費） 0

　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 1,797,461 -1,797,461

　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0

　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 597,856 -597,856

　介護保険利⽤料軽減サービス収⼊ 0 1,394,956 -1,394,956

　　介護利⽤料収⼊ 1,069,178 -1,069,178

　　介護予防利⽤料収⼊ 325,778 -325,778

　介護保険外サービス収入 170,620 -170,620

　移動サービス事業収入 608,500 -608,500

　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 21,318,340 -21,318,340

　　居宅介護⽀援介護料収⼊ 21,318,340 -21,318,340

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 875,600 -875,600

　　居宅介護サービス利⽤料収⼊ 0

　　食費収入（一般） 875,600 -875,600

障害福祉サービス等事業収入 0 3,973,490 -3,973,490

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 0 3,863,290 -3,863,290

　　介護給付費収入 3,859,945 -3,859,945

　　利⽤者負担⾦収⼊ 3,345 -3,345

　その他の事業収入 0 110,200 -110,200

　　受託事業収入（一般） 110,200 -110,200

受取利息配当⾦収⼊ 0 1,023 -1,023

　受取利息配当⾦収⼊ 436 -436

　運⽤財産積⽴預⾦受取利息配当⾦収⼊ 201 -201

　⼀般積⽴預⾦受取利息配当⾦収⼊ 386 -386

その他の収入 0 1,043,885 -1,043,885

　雑収入 0 1,043,885 -1,043,885

　　雑収入 552,955 -552,955

　　利⽤者等外給⾷費収⼊ 350,400 -350,400

　　福祉センター利⽤料収⼊ 75,030 -75,030

　　生活支援員事業収入 65,500 -65,500

事業活動収入計（１） 0 99,644,141 -99,644,141

人件費支出 0 70,590,503 -70,590,503

　役員報酬支出 720,000 -720,000

　職員給料⽀出 30,300,844 -30,300,844

　職員賞与支出 11,307,019 -11,307,019

　非常勤職員給与支出 0 18,046,951 -18,046,951

　　嘱託職員給与 4,278,684 -4,278,684

　　パート職員給与 13,768,267 -13,768,267

　退職給付支出 0 1,468,500 -1,468,500

　　退職共済掛⾦ 1,468,500 -1,468,500

　法定福利費⽀出 8,747,189 -8,747,189

事業費支出 0 15,275,964 -15,275,964

　給食費支出 1,062,545 -1,062,545

　介護用品費支出 0 33,833 -33,833

　　介護用品費 33,833 -33,833

　保健衛生費支出 17,017 -17,017

　教養娯楽費支出 6,357 -6,357

　水道光熱費支出 634,761 -634,761

　燃料費⽀出 0 576,554 -576,554

　　燃料費 576,554 -576,554

　消耗器具備品費支出 0 146,509 -146,509
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　　介護衛生用品費 67,611 -67,611

　　その他消耗品費 78,898 -78,898

　保険料⽀出 34,750 -34,750

　賃借料⽀出 0 1,258,611 -1,258,611

　　電算ソフト賃借料 390,218 -390,218

　　電算賃借料 155,113 -155,113

　　⾞輛賃借料 324,480 -324,480

　　機能改善システム賃借料⽀出 388,800 -388,800

　葬祭費支出 52,000 -52,000

　⾞輌費⽀出 0 2,717,816 -2,717,816

　　⾃家⽤⾞使⽤料 1,130,600 -1,130,600

　　公⽤⾞熱料費 606,678 -606,678

　　⾞輛検査費等 362,418 -362,418

　　⾞輛保険料等 618,120 -618,120

　雑支出 118,246 -118,246

　印刷製本費支出 16,609 -16,609

　業務委託費支出 0 7,196,829 -7,196,829

　　福祉センター業務委託費 0 6,881,556 -6,881,556

　　　委託料 2,774,952 -2,774,952

　　　消耗品費 17,711 -17,711

　　　燃料費 1,834,697 -1,834,697

　　　水道光熱費 1,654,363 -1,654,363

　　　修繕費 187,596 -187,596

　　　通信運搬費 134,053 -134,053

　　　⼿数料 82,080 -82,080

　　　保守管理委託費 193,104 -193,104

　　　使⽤料 0

　　　負担⾦ 3,000 -3,000

　　福祉業務委託費 109,641 -109,641

　　洗濯業務委託費 205,632 -205,632

　⼿数料⽀出 76,336 -76,336

　租税公課支出 79,500 -79,500

　交流研修費⽀出 849,885 -849,885

　総合支援事業費支出 0 397,806 -397,806

　　サロン活動事業費 397,806 -397,806

事務費支出 0 5,580,743 -5,580,743

　福利厚⽣費⽀出 335,623 -335,623

　旅費交通費支出 0 924,810 -924,810

　　普通旅費 133,810 -133,810

　　費用弁償 791,000 -791,000

　研修研究費支出 808,280 -808,280

　事務消耗品費支出 472,494 -472,494

　印刷製本費支出 183,049 -183,049

　水道光熱費支出 0

　燃料費⽀出 118,752 -118,752

　修繕費支出 130,508 -130,508

　通信運搬費支出 947,587 -947,587

　会議費支出 46,837 -46,837

　業務委託費支出 0 944,285 -944,285

　　システム保守委託 369,277 -369,277

　　給食委託費 488,000 -488,000

　　排雪業務委託 87,008 -87,008

　⼿数料⽀出 18,214 -18,214

　保険料⽀出 117,200 -117,200

　賃借料⽀出 0 282,798 -282,798

　　コピー機賃借料 167,184 -167,184

　　電算賃借料 115,614 -115,614

　渉外費支出 88,288 -88,288

　諸会費支出 27,300 -27,300

　雑支出 0 134,718 -134,718

　　雑費 134,718 -134,718

就労支援事業支出 0 0 0

　就労支援事業販売原価支出 0

　就労支援事業販管費支出 0

授産事業支出 0

貸付事業支出 0 316,000 -316,000

　貸付⾦⽀出 316,000 -316,000

共同募⾦配分⾦事業費 0 2,055,091 -2,055,091

　⼀般募⾦配分⾦事業費 0 1,065,091 -1,065,091

　　⽼⼈福祉活動費 400,000 -400,000

　　障害児・者福祉活動費 200,000 -200,000

　　児童・⻘少年福祉活動費 90,000 -90,000

　　福祉育成・援助活動費 245,000 -245,000

　　ボランティア活動育成事業費 130,091 -130,091

　歳末たすけあい配分⾦事業費 990,000 -990,000

負担⾦⽀出 0 413,360 -413,360

　負担⾦⽀出 0 413,360 -413,360

　　道社協負担⾦⽀出 294,300 -294,300

　　負担⾦⽀出 116,000 -116,000

　　社会福祉法⼈減免負担⾦⽀出 3,060 -3,060

事業活動支出計（２） 0 94,231,661 -94,231,661

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 0 5,412,480 -5,412,480
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施設整備等支出計（５） 0 0 0

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0

⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0 1,700,000 -1,700,000

　貸付事業運営資⾦借⼊⾦収⼊ 1,700,000 -1,700,000

その他の活動収入計（７） 0 1,700,000 -1,700,000

積⽴資産⽀出 0 4,425,852 -4,425,852
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　退職給付引当資産支出 1,025,265 -1,025,265

　⼀般積⽴資産⽀出 386 -386

　運⽤財産基⾦積⽴資産⽀出 0 3,400,201 -3,400,201

　　福祉基⾦積⽴資産 101 -101

　　介護保険事業基⾦積⽴資産 3,400,100 -3,400,100

その他の活動による支出 0 1,700,000 -1,700,000

　貸付事業運営資⾦借⼊⾦⽀出 1,700,000 -1,700,000

その他の活動支出計（８） 0 6,125,852 -6,125,852

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 0 -4,425,852 4,425,852

予備費支出（１０） 0

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 0 986,628 -986,628

前期末⽀払資⾦残⾼（１２） 36,465,071 -36,465,071

当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２） 0 37,451,699 -37,451,699
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