
事業活動計算書

社会福祉法人坂城福祉会

第2号の1様式

自　平成25年4月1日　至　平成26年3月31日　　　　　　　　　　　(単位:円)

勘定科目 �9iD�7以亥｢����前年度決算(B) ��ﾘﾋｄ�6r�"��

【サービス活動増減の部】 (収益) 介護保険事業収益 鉄3bﾃ#CBﾃ#コ�539,453,789 ��#2ﾃ#�津S�B�

補助金事業収益 ��c2ﾃ��"�120,000 鼎2ﾃ��"�

経常経費寄附金収益 鼎�"ﾃ都��1,558,500 苓�#�ﾃ�CRﾃS#��

サービス活動収益計(1) 鉄3bﾃ�#�ﾃ�S��541,132,289 ��#Bﾃ3��ﾃ#3��

(費用) 人件曹 �3C"ﾃ涛bﾃ#SB�299,527,731 鼎2ﾃCcづS#2�

事業費 涛津�3津��"�90,384,313 湯ﾃCSRﾃC湯�

事務費 涛�ﾃ3#rﾃ�#��125,393,915 ��#3Rﾃ�cbﾃャr�

減価償却費 �32ﾃイ津S���33,364,137 鼎コﾃ3s2�

サービス活動費用計(2) 鉄crﾃ��"ﾃc�B�548,670,096 ��づ3C"ﾃS���

サービス活動増減差額(3)=卜2 ��#3�ﾃ���ﾃSCb�△7,537,807 冖C#"ﾃcS2ﾃs3��

【サービス活動外増減の部】 (収益) 受取利息配当金収益 ��s2ﾃcc��59,014 ���BﾃcSB�

その他のサービス活動外収益 �"ﾃs3Rﾃc#B�3,517,560 ��#s��ﾃ�3b�

サービス活動外収益計(4) �"ﾃ��津#�"�3,576,574 ��#ccrﾃ#�"�

(費用) 支払利息 ��ﾃ#途ﾃ#Cb�1,178,199 ���津�Cr�

その他のサービス活動外費用 ��#Sc2ﾃ#���0 ��#Sc2ﾃ#���

サービス活動外費用計(5) 都3Bﾃ�3R�1,178,199 ��#CCBﾃ�cB�

サービス活動外増減差額(6)=4-5 �"ﾃ�sRﾃ#Sr�2,398,375 ��###2ﾃ����

経常増減差額(7)=3+6 ��##づ��bﾃ#ヲ�△5,139,432 ��##"ﾃピbﾃゴr�

【特別増減の部】 (収益) 施設整備等補助金収益 涛"ﾃ���ﾃ����0 涛"ﾃ���ﾃ����

その他の特別収益 �3rﾃ�C�ﾃ����118,800,000 ��#��ﾃsc�ﾃ����

特別収益計(8) ��#津�C�ﾃ����118,800,000 ���ﾃ#C�ﾃ����

(費用) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) ��##�ﾃssづ33��△21,910,183 ��#�ﾃ�3�ﾃゴ2�

その他の特別損失 �3rﾃ�C�ﾃ����118,800,000 ��#��ﾃsc�ﾃ����

特別費用計(9) ��bﾃ#c�ﾃcs��96,889,817 ��#��ﾃc#づ�Cr�

特別増減差額(10)=8-9 ���"ﾃssづ33��21,910,183 涛�ﾃツづ�Cr�

税引前当期活動増減差額(ll)=7+10 塔Bﾃsc"ﾃ�C��16,770,751 田rﾃ涛�ﾃ#���

当期活動増減差額(14)≡ll-12-13 塔Bﾃsc"ﾃ�C��16,770,751 田rﾃ涛�ﾃ#���

【繰越活動増減差額の部】 �� ��

前期繰越活動増減差額(15) 鉄��ﾃ田津S3b�521,877,147 鉄津��"ﾃ3ヲ�

当期末繰越活動増減差額(16)=14+15 田cRﾃs3�ﾃSsr�538,647,898 ��#rﾃ��2ﾃcs��

その他の積立金取崩額(18) ���42,321,638 ��#C"ﾃ3#�ﾃc3��

次期繰越活動増輝差額(20)=16+17+18-19 田cRﾃs3�ﾃSsr�580,969,536 塔Bﾃsc"ﾃ�C��



社会福祉事業区分　　事業活動内訳表

社会福祉法人坂城福祉会

自平成25年4月1日至平成26年3月31日(単位:円) 

勘定科目 儖ﾉz(ﾌYd��ﾉgｹYB�美里圃施設 儖ﾉz(��%ｨｯ｢�美里園デイサービ ス 儖ﾈ�(��郢�ﾒ�美山固短期 儖ﾈ�(��6h485H�ｸ7"�5��美山園居宅 俘xﾇb�

【サービス活動増減の部】 (収益) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 ���147,333,545 ���0 ��C"ﾃs3�ﾃs3B�0 ���0 �#��ﾃ�cRﾃ#s��

利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介讃報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益) 介凄負担金収益(公費) �����16,116,094 0 �#Crﾃ�3R�#bﾃsSづSCB�0 39,719,133 ��Rﾃ�srﾃS唐����ﾃ����235,833 25,501,293 ���3"ﾃc��ﾃc���0 1,841,000 �3�ﾃssrﾃCc���#bﾃc��ﾃS���

0 ���0 ���0 ���84,599 ���84,599 

介護負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 食費収益(公費) �����0 0 �2ﾃ#迭ﾃ�3"���4,819,383 0 �����2,885,935 0 �"ﾃS�津��B��ﾃ3S津��B�0 0 ��2ﾃS�津3cB��ﾃ3S津��B�

0 ��2ﾃccrﾃSSB�905,100 ���ll,478,980 鼎#"ﾃSc��0 ���26,474,194 

食費収益(一頃) ���8,884,810 �2ﾃ�3Bﾃ�c��3,614,245 ���ﾃSSづ#���3,322,300 �"ﾃ3�rﾃ�S��0 �3�ﾃs#�ﾃゴR�

居住費収益(公費) ���0 ��ﾃ�#��0 ���0 ���0 ��ﾃ�#��

居住費収益(-舵) その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ���6,009,290 ��ﾃ�SBﾃ#s��0 迭ﾃ3s"ﾃ����1,018,560 ���0 ��2ﾃCSBﾃ�#��

0 0 ��ﾃ�迭ﾃ�����c2ﾃ��"�0 0 �����0 0 �����0 0 �����1,095,000 163,802 

経常経費寄附金収益 ���357,971 ���0 鉄Rﾃ����0 ���0 鼎�"ﾃ都��

サービス活動収益計(1) ���193,628,066 �3Rﾃ#澱ﾃツ��48,152,761 ��コﾃScBﾃC�"�33,386,481 �3づ鉄�ﾃCビ�1,841,000 鉄3bﾃ�#�ﾃ�S��

(費用) 人件費 役員報酬 田Crﾃ3迭�0 ���0 ���0 ���0 田Crﾃ3迭�

職員給料 ���42,732,722 免ﾂﾃS#bﾃ�S��13,548,504 田�ﾃc��ﾃ3�r�ll,705,027 湯ﾃcSづ�#B�440,000 ��S�ﾃ#��ﾃC3R�

職員賞与 ���12,251,663 �"ﾃ�#�ﾃ3#��1,588,998 ��RﾃSS2ﾃ#���3,238,639 �2ﾃ�c2ﾃ3唐�60,000 �3づcsbﾃ##r�

賞与引当金繰入 ���0 ���0 ��#�S�ﾃ����0 ���150,000 ���

非常勤職員給与 ���33,500,654 澱ﾃsc�ﾃS���ll,770,394 ��2ﾃs#�ﾃ#CR�5,189,340 湯ﾃ3ヲﾃ�S2�0 塔�ﾃ33�ﾃ#cb�

派遣職員費 ���3,083,982 田�bﾃs�2�3,296,160 ��"ﾃ#��ﾃ3�r�2,440,054 �2ﾃS#�ﾃ�#B�0 �#Rﾃ�Srﾃ3#��

退職給付費用 ���3,521,510 田rﾃ�S��105,000 �"ﾃ田2ﾃc3b�0 �#�RﾃcS"�0 澱ﾃピ"ﾃイ��

法定福利費 事業費 給食費 ���21,620,896 ���2,767,169 ��"ﾃS#Bﾃ3�"�70,352 �2ﾃ�3づ�CB�0 鼎�ﾃ�#�ﾃsc2�

0 ��Rﾃ�s2ﾃS�r�2,218,977 �"ﾃ332ﾃピr�16,850,503 �"ﾃc�rﾃ�32�1,752,045 ���40,935,952 

介護用品費 ���5,261,616 ��ﾃ��bﾃCc"�2,055 迭ﾃCcRﾃ#�2�1,125,036 ���0 ��"ﾃ田�ﾃ3�"�

保健衛生費 ���983,395 �#��ﾃ��r�135,791 涛�2ﾃ3コ�219,059 ��コﾃ#���0 �"ﾃs#bﾃ田b�

医療費 ���7,116 迭ﾃ田B�0 �32ﾃs#R�16,000 ���0 田"ﾃ��R�

被服費 ���6,920 鉄���0 ���0 �#�ﾃ����0 �#rﾃC3��

教養娯楽費 �3津��b�321,818 都rﾃcs2�69,872 塔#Rﾃ3#"�180,103 �##津CC��0 ��ﾃsCBﾃ�CB�

日用品費 ���77,339 ��Rﾃ��R�37,060 ���0 �#津sビ�0 ��c�ﾃ����

水道光熱費 ���6,234,282 ��ﾃCC"ﾃ����1,442,874 �2ﾃs��ﾃ�ッ�698,096 ��ﾃ�#�ﾃ�3��0 ��RﾃS3�ﾃ�モ�

燃料費 ���2,007,359 田��ﾃCs"�494,810 �2ﾃ鉄�ﾃcSr�.778,788 ��ﾃ�Cづs澱�0 唐ﾃャ"ﾃャ"�

消耗潜具備品費 釘ﾃピづ��r�1,879,272 �#C"ﾃs3��323,827 ��ﾃ�#�ﾃ�c2�346,946 售S��ﾃ��R�0 ���ﾃ�s2ﾃcs��

保険料 ���0 ���0 ���Rﾃ3sR�23,075 ���0 ��#づCS��

貸借料 ���242,004 鉄�ﾃ�Cb�536,940 ��ﾃscづ3�2�403,211 涛コﾃcS��0 �2ﾃ塔bﾃ#c"�

車柄費 ��rﾃscr�416,005 塔づ�C2�1,089,744 ��cbﾃ�SB�36,198 田��ﾃsc��0 �"ﾃC�Rﾃcs��

雑費 事務費 福利厚生費 ���15,000 ���ﾃ����0 ��津�cr�833 田�ﾃ����0 ���Rﾃ����

0 ��ﾃ�c�ﾃ�3r�211,811 ��CづS���1,191,690 ��3Bﾃ�C��177,204 ���2,924,183 

職員被服費 ��CBﾃ�3"�489,069 塔づ�S��143,712 鼎S�ﾃ����93,522 鉄bﾃ#Cb�0 ��ﾃCcbﾃcC2�



社会福祉事業区分　　事業活動内訳表

社会福祉法人坂城福祉会

自平成25年4月1日至平成26年3月31日(単位:円) 

勘定科目 儖ﾉz(��d��ﾉgｹYB�美里固施設 儖ﾉz(��%ｨｯ｢�美里圃デイサービ ス 儖ﾈ�(��郢�ﾒ�美山園短期 儖ﾈ�(��6h485H�ｸ7"�5��美山園居宅 俘xﾇb�

旅費交通費 ��ﾃ�コﾃS3��16,704 ���0 都rﾃc���16,922 ���0 ��ﾃ�澱ﾃssR�

研修研究費 田crﾃ塔R�602,547 ��C�ﾃンR�420,930 �3�づ��2�48,507 澱ﾃ����0 �"ﾃ�迭ﾃ�Cr�

事務消耗品費 �"ﾃC��ﾃsS��1,345,768 ��cBﾃ�ヲ�382,006 ��ﾃ�32ﾃcsb�205,167 ��湯ﾃ�ビ�0 迭ﾃ�#�ﾃcC2�

印刷製本費 鉄BﾃSS��573,853 ��CBﾃsS2�200,794 ��S津sS��33,942 涛2ﾃ��2�0 ��ﾃ#c�ﾃCCR�

水道光熱費 唐ﾃツR�684,852 ��3rﾃs�b�145,618 鼎#づCSB�87,465 ��#�ﾃ3�"�0 ��ﾃc�2ﾃ3S"�

燃料費 ���211,926 鼎"ﾃ3���47,361 ���"ﾃC���21,019 涛2ﾃ��"�0 鉄�づ�ヲ�

修繕費 ���694,005 ��3づ��"�115,325 ��ﾃc�"ﾃ�#2�336,418 ���2ﾃ3�2�0 �2ﾃ�ヲﾃ#sb�

通倍運搬費 �3澱ﾃ����492,404 涛津�#2�71,931 鼎#rﾃャ"�86,359 ��C�ﾃ��"�57,404 ��ﾃss"ﾃ3sb�

会議費 塔ィﾃSSR�6,125 免ﾂﾃ##R�0 田津�c��15,812 ���0 涛ッﾃsコ�

広報費 鼎rﾃC3"�39,888 途ﾃ都R�21,262 鼎RﾃS���8,620 迭ﾃS3��0 ��sbﾃ#�r�

業務委託費 釘ﾃン2ﾃ�#"�15,383,769 �"ﾃ��津s3R�3,440,132 ��RﾃSS津塔2�3,176,816 �2ﾃン津cィ�174,653 鼎津CCrﾃンB�

手数料 都唐ﾃイR�352,414 �3RﾃccR�6,961 鉄sbﾃ都��127,140 ����ﾃ�s2�0 ��ﾃ涛津�c��

保険料 涛Bﾃ����267,134 ��釘ﾃイb�163,060 ��s�ﾃ#ヲ�64,771 �#3津イ��0 ��ﾃ�迭ﾃイ��

貸借料 ���2,554,373 鼎s2ﾃC�2�243,780 ��ﾃCC�ﾃ鼎��299,148 鉄津Ssr�0 迭ﾃ�s"ﾃ##��

租税公殊 鉄�"ﾃCc2�31,584 澱ﾃ3�b�49,950 湯ﾃ#S��3,849 唐ﾃs���0 都�"ﾃ��2�

保守'料 ���1,611,297 �3�Rﾃ#SB�108,420 涛�ﾃ3�2�21,137 ��3bﾃ����0 �"ﾃ#s2ﾃ3#��

渉外費 ��ﾃs�bﾃ�S��175,659 ��Rﾃ����0 ��3�ﾃSCB�14,569 澱ﾃ����0 �"ﾃ�S津s3��

諸会費 ��ヲﾃ�s��159,169 �#�ﾃ�3��7,600 ��3づ33B�27,666 田津S���0 田�2ﾃ�s��

雑費 鉄�津cSB�1,683,050 �##づS�b���32,616 ��ﾃ#�2ﾃS湯�184,589 0 ��津s#r�0 0 �2ﾃ鼎�ﾃsC��

減価償却費 ����ﾃ#澱�15,698,504 �2,144,204 ��Rﾃ�コﾃイ"�田C�ﾃccB��32ﾃイ津S���

サービス活動費用計(2) �#�ﾃ33津#ィ�193,472,101 �32ﾃ3CづS�b�47,437,238 ��釘ﾃ田�ﾃ#s"�34,085,268 鼎"ﾃCビﾃピ��882,057 鉄crﾃ��"ﾃc�B�

サービス活動増減差額(3)=1-2 ��##�ﾃ33津#ィ�155,965 ��ﾃ鼎づ3SR�715,523 ��#津3迭ﾃピ��△698,787 ��#2ﾃS3bﾃ3���958,943 ��#3�ﾃ���ﾃSCb�

【サービス活動外増減の部】 (収益) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 ��C�ﾃ3�2�7,703 ���5,144 ��BﾃSs��0 迭ﾃ鼎��0 ��s2ﾃcc��

0 ���ﾃ����0 ���5,950 ���0 ���15,950 

利用者等外給食収益 ���1,534,533 �����0 0 ��ﾃ�c�ﾃ3�"���58,149 0 ���0 0 �"ﾃcS2ﾃ�sB�

雑収益 �#�ﾃ����45,750 劔塔S��田bﾃc���

サービス活動外収益計(4) ��c�ﾃ3�2�1,597,986 ���5,144 ��ﾃ���ﾃ�#��58,149 澱ﾃs���0 �"ﾃ��津#�"�

(費用) 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 都#津#Cb���568,000 ���0 0 ���0 �����0 0 ��ﾃ#途ﾃ#Cb�

△321,594 �����###Bﾃ�CR�△17,472 劍�#Sc2ﾃ#���

サービス活動外費用計(5) 都#津#Cb�246,406 ���0 ��###Bﾃ�CR�△17,472 ���0 都3Bﾃ�3R�

サービス活動外増減差額(6)=4-5 ��#Scづ鼎2�1,351,580 ���5,144 ��ﾃ3�Rﾃ�cR�75,621 澱ﾃs���0 �"ﾃ�sRﾃ#Sr�

経常増減差額(7)=3十6 ��##�ﾃ��づ##r�1,507,545 ��ﾃ鼎づ3SR�720,667 ��#づ���ﾃ��R�△623,166 ��#2ﾃS#津c���958,943 ��##づ��bﾃ#ヲ�

【特別増減の部】 (収益) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 その他の特別収益 その他の特別収益 涛"ﾃ���ﾃ����0 ���0 ���0 ���0 涛"ﾃ���ﾃ����

37,040,000 ���0 ���0 ���0 ���37,040,000 

特別収益計(8) ��#津�C�ﾃ����0 ���0 ���0 ���0 ��#津�C�ﾃ����

(費用) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) ��#��△12,551,257 ��#��△1,916,418 ��#bﾃ3��ﾃcSR�△0 ��#��△0 ��##�ﾃssづ33��

その他の特別損失 ���5,620,000 澱ﾃ���ﾃ����5,400,000 湯ﾃ�#�ﾃ����5,500,000 迭ﾃC��ﾃ����0 �3rﾃ�C�ﾃ����

特別費用計(9) ���△6,931,257 澱ﾃ���ﾃ����3,483,582 �"ﾃ��津3CR�5,500,000 迭ﾃC��ﾃ����0 ��bﾃ#c�ﾃcs��

特別増減差額(10)=8-9 ��#津�C�ﾃ����6,931,257 ��#bﾃ���ﾃ����△3,483,582 ��#"ﾃ��津3CR�△5,500,000 ��#RﾃC��ﾃ����0 ���"ﾃssづ33��

税引前当期活動増減差額(ll)=7十10 ���づ�3�ﾃss2�8,438,802 ��#Bﾃ�S�ﾃcCR�△2,762,915 ��#��ﾃ���ﾃ�S��△6,123,166 ��#づ�#津c���958,943 塔Bﾃsc"ﾃ�C��

当期活動増減差額(14)=1卜12-13 ���づ�3�ﾃss2�8,438,802 ��#Bﾃ�S�ﾃcCR�△2,762,915 ��#��ﾃ���ﾃ�S��△6,123,166 ��#づ�#津c���958,943 塔Bﾃsc"ﾃ�C��

【繰越活動増減差額の部】 �� �� �� �� ��

前期繰越活動増減差額(15) ���"ﾃc#Rﾃ�#2�210,131,568 �#�ﾃS途ﾃCcR�36,110,342 ���Bﾃc3�ﾃc3��42,964,759 �3Rﾃ涛RﾃsCR�7,913,096 鉄��ﾃ田津S3b�

当期末繰越活動増減差額(16)=14+15 �##�ﾃsSrﾃc澱�218,570,370 ��bﾃSCRﾃ�#��33,347,427 ���2ﾃs3�ﾃCモ�36,841,593 �#rﾃ�cbﾃ�CB�8,872,039 田cRﾃs3�ﾃSsr�

次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 �##�ﾃsSrﾃc澱�218,570,370 ��bﾃSCRﾃ�#��33,347,427 ���2ﾃs3�ﾃCモ�36,841,593 �#rﾃ�cbﾃ�CB�8,872,039 田cRﾃs3�ﾃSsr�



社会福祉法人坂城福祉会

社会福祉事業区分　　事業活動内訳表

白　平成25年4月1日　至　平成26年3月31日

勘定科目 �>�YH竧処��ｸ��事業区分合計 

【サービス活動増減の部】 ��290,065,279 

(収益) 

介護保険事業収益 
施設介護料収益 
介護報酬収益 
利用者負担金収益(一般) �31,777,460 126,691,580 84,599 

居宅介護料収益 
(介謹報酬収益) 

介溝報酬収益 
(利用者負担金収益) 

介護負担金収益(公費) 

介護負担金収益(一般) �13,519,364 1,359,114 26,474,194 

地域癒着型介溝料収益 

(利用者負担金収益) 

介護負担金収益(-舵) 

利用者等利用料収益 

食費収益(公費) 

食費収益(一般) �31,720,855 

居住費収益(公費) �1,920 

居住費収益(一般) �13,454,920 1,095,000 163,802 

その他の事業収益 

受託事業収益 
その他の事業収益 
その他の事業収益 

補助金事業収益 
経常経費寄附金収益 �412,971 

サービス活動収益計(1) ��536,821,058 

(費用) ��647,395 

人件草 

役員報酬 

職員給料 �151,291,435 

職員井与 �38,676,227 

賞与引当金繰入 �0 80,330,266 

非常勤職員給与 
派連職員費 �25,157,320 

退職給付費用 �6,872,848 

法定福利費 �40,020,763 40,935,952 

事業費 

給食費 
介護用品費 �12,960,382 

保健衛生費 �2,726,966 

医療費 �62,805 

被服費 �27,430 

教養娯楽費 �1,744,044 

日用品費 �160,101 

水道光熱費 �15,530,188 

燃料費 �8,882,882 

消耗器具備品費 �10,173,679 

保険料 �128,450 

貸借料 �3,986,262 

車輪費 �2,415,671 

雑費 �105,000 2,924,183 

事務費 

福利厚生費 

職員被服費 �1,466,643 

第2号の3様式

3頁

(単位:円)



社会福祉法人坂城福祉会

社会福祉事業区分　　事業活動内訳表

自　平成25年4月1日　至　平成26年3月31日

勘定科目 �>�YH竧処��ｸ��事業区分合計 

旅費交通費 ��1,196,775 

研修研究費 �2,195,047 

事務消耗品費 �5,821,643 

印刷製本費 �1,261,445 

水道光熱費 �1,613,352 

燃料費 �518,189 

修繕費 �3,089,276 

通信運搬費 �1,772,376 

会議費 �986,785 

広報費 �176,207 

業務委託費 �49,447,894 

手数料 �1,999,069 

保険料 �1,195,840 

貸借料 �5,072,221 

租税公裸 �702,113 

保守料 �2,273,321 

渉外費 �2,059,738 

諸会費 �613,170 

雑費 �3,941,741 

減価併却費 �33,849,510 

サービス活動費用計(2) ��567,012,604 

サービス活動増減差額(3)=卜2 ��△30,191,546 

【サービス活動外増減の都】 ��173,668 15,950 

(収益) 

受取利息配当金収益 

その他のサービス活動外収益 

受入研修費収益 
利用者等外給食収益 �2,653,074 

雑収益 �66,600 

サービス活動外収益計(4) ��2,909,292 

(費用) ��1,297,246 △563,211 

支払利息 
その他のサービス活動外費用 

利用者等外給食費 
サービス活動外費用計(5) ��734,035 

サービス活動外増減差額(6)=4-5 ��2,175,257 

経常増減差額(7)=3十6 ��△28,016,289 

【特別増減の都】 ��92,000,000 37,040,000 

(収益) 

施設整備等補助金収益 

施設整備等補助金収益 

その他の特別収益 

その他の特別収益 

特別収益計(8) ��129,040,000 

(費用) ��_△20,778,330 

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 

その他の特別損失 �37,040,000 

特別費用計(9) ��16,261,670 

特別増減差額(10)=8-9 ��112,778,330 

税引前当期活動増減差額(ll)=7十10 ��84,762,041 

当期活動増減差額(14)≡ll-12-13 ��84,762,041 

【繰越活動増減差額の部】 �� 

前期繰越活動増減差額(15) ��580,969,536 

当期末繰越活動増減差額(16)=14十15 ��665,731,577 

次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 ��665,731,577 

第2号の3様式

4頁

(単位:円)



さカ､き美里園拠.点区分　　事業活動計算書　　　　第2号の4様式
1貢

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年4月1日　至　平成26年3月31日　　　　　　　　　　　　(単位:円)

勘定科目 �9iD�7以亥｢����前年度決算(B) ��ﾘﾋｄ�辻�"��

【サービス活動増減の部】 (収益) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 ��Crﾃ332ﾃSCR�155,755,818 ��#づC#"ﾃ#s2�

利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 食費収益(公費) ��bﾃ3cBﾃ�#��cbﾃCsrﾃcsr�15,613,942 66,986,881 都S�ﾃ�ビ��#S�津#�B�

8,114,415 唐ﾃS3づS3R�△424,120 

14,572,654 ���14,572,654 

食費収益(一般) ��RﾃS32ﾃ��R�15,536,850 ��#2ﾃs3R�

居住費収益(公費) ��ﾃ�#��0 ��ﾃ�#��

居住費収益(一般) その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 途ﾃ�c2ﾃSc��6,850,590 �#�"ﾃ都��

1,095,000 163,802 ��ﾃ�迭ﾃ�����#�ﾃ����0 43,802 

経常経費寄附金収益 �3Srﾃ都��1,323,500 ��#田RﾃS#��

サービス活動収益計(1) �#srﾃ�srﾃcモ�271,821,116 迭ﾃ#SbﾃSs"�

(費用) 人件費 役員報酬 田Crﾃ3迭�390,000 �#Srﾃ3迭�

職員給料 田rﾃ��rﾃ#sr�94,197,385 ��##bﾃ3��ﾃ����

職員賞与 ��bﾃsc�ﾃ涛��0 ��bﾃsc�ﾃ涛��

非常勤職員給与 鉄"ﾃ�3�ﾃc#��46,571,152 迭ﾃCc�ﾃCsb�

派遣職員費 澱ﾃ涛bﾃ�3R�0 澱ﾃ涛bﾃ�3R�

退職給付費用 �2ﾃc�2ﾃSc��3,305,660 �3ビﾃ����

法定福利費 事業費 給食費 �#Bﾃ3モﾃ�cR�19,252,112 迭ﾃ�3Rﾃ鉄2�

19,726,371 �#�ﾃ�C2ﾃSs��△317,199 

介護用品費 澱ﾃ3s�ﾃ�32�0 澱ﾃ3s�ﾃ�32�

保健衛生費 ��ﾃ3#津3�2�1,102,891 �##bﾃC�"�

医療費 ��2ﾃ����710 ��"ﾃ3s��

被服費 途ﾃC3��4,628,218 ��#Bﾃc#�ﾃsモ�

教養娯楽費 鉄�津�s��459,774 鼎津C�R�

日用品費 ��3�ﾃ3�B�111,473 ��づイ��

水道光熱費 湯ﾃ��津�cr�8,518,170 田��ﾃ涛r�

燃料費 �2ﾃ��2ﾃcC��3,884,711 ��#s��ﾃ�s��

消耗器具備品費 途ﾃ3#BﾃsSR�2,364,852 釘ﾃ鉄津��2�

賃借料 塔#津����183,677 田CRﾃC�2�

車柄費 ��ﾃc��ﾃcS��0 ��ﾃc��ﾃcS��

雑費 事務費 福利厚生費 �#Rﾃ����138,953 ��#��2ﾃ鉄2�

1,421,249 �"ﾃCCrﾃ#3��△1,025,981 

職員被服費 塔cBﾃ田B�0 塔cBﾃ田B�

旅費交通費 ��ﾃ��"ﾃ#3R�1,207,714 ��#��RﾃCs��

研修研究費 ��ﾃ�3"ﾃ3Sr�965,060 塔crﾃ#途�

事務消耗品費 釘ﾃ3�2ﾃs�2�2,183,184 �"ﾃ#��ﾃS#��

印刷製本費 涛s2ﾃ鉄��678,356 �#迭ﾃS釘�

水道光熱費 涛srﾃ�C��941,908 �3Rﾃ�32�

燃料費 �3��ﾃccr�455,929 ��#�SBﾃ#c"�
､修繕費 涛CrﾃC3"�1,878,193 ��#�3�ﾃsc��

通信運搬費 ��ﾃ�S津S3��1,088,195 ��##づcSb�



さカ､き美里園拠.点区分　　事業活動計算書　　　　第2号の4様式
2頁

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年4月1日　至　平成26年3月31日　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

勘定科目 �9iD�7以亥｢����前年度決算(B) ��ﾘﾋｄ�6r�"��

会議費 涛��ﾃ��R�774,171 ��#rﾃs3B�

広報費 ���bﾃSSr�596,529 ��#Cs津都"�

業務委託費 �#bﾃc3bﾃsS��24,039,781 �"ﾃS澱ﾃ都r�

手数料 ��ﾃ��2ﾃャR�8,604,952 ��#rﾃC��ﾃ�cr�

保険料 都�津鼎��569,520 ��S�ﾃC#��

賃借料 �2ﾃ#s�ﾃSSb�2,912,613 �3Sづ鼎2�

租税公課 田��ﾃ3�2�82,300 鉄唐ﾃ��2�

保守料 �"ﾃ�#Bﾃ都��0 �"ﾃ�#Bﾃ都��

渉外費 ��ﾃ��rﾃc#R�0 ��ﾃ��rﾃc#R�

諸会費 �3srﾃcs��0 �3srﾃcs��

雑費 �"ﾃCS2ﾃ�#b�3,096,420 ��#cC"ﾃS釘�

減価償却費 ��づ�#2ﾃ��B�18,025,989 ��#"ﾃ塔R�

サービス活動費用計(2) �#釘ﾃS途ﾃ�#��275,701,352 ��づンRﾃssr�

サービス活動増減差額(3)=1-2 ��#�rﾃS�津CC��△3,880,236 ��#�2ﾃc3津#�R�

【サービス活動外増減の部】 (収益) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 ��S2ﾃ�S��28,400 ��#BﾃsS��

10,000 ���10,000 

利用者等外給食収益 ��ﾃS3BﾃS32�1,828,827 ��##釘ﾃ#釘�

雑収益 田RﾃsS��71,126 ��#Rﾃ3sb�

サービス活動外収益計(4) ��ﾃsc2ﾃC32�1,928,353 ��#�cBﾃ�#��

(費用) 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 ��ﾃ#途ﾃ#Cb�1,152,356 ��CBﾃン��

△321,594 ���△321,594 

サービス活動外費用計(5) 涛sRﾃcS"�1,152,356 ��#�sbﾃs�B�

サービス活動外増減差額(6)=4-5 都ビﾃs���775,997 免ﾂﾃsィ�

経常増減差額(7)=3+6 ��#�bﾃs3�ﾃcc��△3,104,239 ��#�2ﾃc#rﾃC#��

【特別増減の部】 (収益) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 その他の特別収益 その他の特別収益 涛"ﾃ���ﾃ����0 涛"ﾃ���ﾃ����

37,040,000 ���づ���ﾃ����△81,760,000 

特別収益計(8) ��#津�C�ﾃ����118,800,000 ���ﾃ#C�ﾃ����

(費用) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) ��#�BﾃCcrﾃcsR�△14,995,154 ��#S#rﾃCs��

その他の特別損失 ��rﾃ�#�ﾃ����74,400,000 ��#Srﾃ3��ﾃ����

特別費用計(9) �"ﾃSS"ﾃ3#R�59,404,846 ��#Sbﾃゴ"ﾃS#��

特別増減差額(10)=8-9 ��#bﾃCビﾃcsR�59,395,154 田rﾃ��"ﾃS#��

税引前当期活動増減差額(ll)=7+10 ���津sSbﾃ��sR�56,290,915 鉄2ﾃCcRﾃ����

当期活動増減差額(14)=11-12-13 ���津sSbﾃ��R�56,290,915 鉄2ﾃCcRﾃ����

【繰越活動増減差額の部】 �� ��

前期繰越活動増減差額(15) �3s津CcRﾃ#唐�323,174,383 鉄bﾃ#��ﾃ��R�

当期末繰越活動増減差額(16)=14+15 鼎ヲﾃ##�ﾃ3�2�379,465,298 ���津sSbﾃ��R�

次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 鼎ヲﾃ##�ﾃ3�2�379,465,298 ���津sSbﾃ��R�



さカ､き美山園拠.点区分　　事業活動計算書　　　　第2号の4様式
1頁

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年4月1日　至　平成26年3月31日　　　　　　　　　　　　(単位:円)

勘定科目 �9iD�7以亥｢����前年度決算(B) ��ﾘﾋｄ�6r�"��

【サービス活動増減の部】 (収益) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 ��C"ﾃs3�ﾃs3B�155,138,740 ��#�"ﾃC�rﾃ��b�

利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) ��RﾃC�2ﾃC3��c�ﾃ#�2ﾃ��2�14,566,051 67,560,553 塔Crﾃ3����#rﾃ3CbﾃcS��

84,599 ���84,599 

介護負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 食費収益(公費) 迭ﾃC�Bﾃ鼎���ﾃ3S津��B�8,473,160 0 ��#2ﾃ�cづ#����ﾃ3S津��B�

ll,901,540 ���ll,901,540 

食費収益(一般) ��ﾓbﾃ�ビﾃsC��16,860,350 ��#cs"ﾃc���

居住費収益(一般) 澱ﾃ3��ﾃ3c��6,477,319 ��#コﾃ鉄��

経常経費寄附金収益- 鉄Rﾃ����235,000 ��#���ﾃ����

サービス活動収益計(1) �#S津sC2ﾃ3s��269,311,173 ��#津Scrﾃ��2�

(費用) 人件署 職員給料 塔2ﾃCィﾃ�S��91,036,266 ��#rﾃSS"ﾃ����

職員賞与 �#�ﾃ��Rﾃ#3r�0 �#�ﾃ��Rﾃ#3r�

非常勤職員給与 �#づ#唐ﾃc3��25,092,785 �2ﾃ#�Rﾃゴ2�

派遣職員費 ��づ�c�ﾃ3コ�0 ��づ�c�ﾃ3コ�

退職給付費用 �2ﾃ�s津#モ�3,252,892 ��#s2ﾃc�B�

法定福利費 事業費 給食費 ��Rﾃc3"ﾃc唐�16,429,479 ��#s澱ﾃs���

21,209,581 �#�ﾃ�唐ﾃSc2�111,018 

介護用品費 澱ﾃS��ﾃ#C��0 澱ﾃS��ﾃ#C��

保健衛生費 ��ﾃ3途ﾃcc2�2,661,517 ��#�ﾃ#c2ﾃゴB�

医療費 鼎津s#R�59,540 ��#津��R�

被服費 �#�ﾃ����5,627,323 ��#Rﾃc�rﾃ3#2�

教養娯楽費 ��ﾃ#3BﾃツR�1,329,791 ��#釘ﾃ�#b�

日用品費 �#津sビ�89,484 ��#S津c途�

水道光熱費 澱ﾃC��ﾃ�#��5,619,843 都��ﾃ�s��

燃料費 迭ﾃss津#C��6,385,628 ��#c�bﾃ3ビ�

消耗器具備品費 �"ﾃイづ�#B�3,197,107 ��#3Cづ��2�

保険料 ��#づCS��0 ��#づCS��

賃借料 �2ﾃ�Srﾃ�s"�2,832,768 �3#BﾃC�B�

車柄費 塔�Bﾃ��"�0 塔�Bﾃ��"�

雑費 事務費 福利厚生費 塔�ﾃ����45,750 �3Bﾃ#S��

1,502,934 �"ﾃ�sbﾃSCB�△573,610 

職員被服費 田��ﾃcs��0 田��ﾃcs��

旅費交通費 涛BﾃSC��144,936 ��#S�ﾃ3澱�

研修研究費 �3c"ﾃc���255,599 ���rﾃ����

事務消耗品費 ��ﾃC3rﾃ�3��1,575,457 ��#�3rﾃS#r�

印刷製本費 �#ビﾃC迭�253,105 �3Bﾃ3���

水道光熱費 田3bﾃ3���571,094 田Rﾃ#�r�

燃料費 �#�bﾃS#"�707,272 ��#C��ﾃsS��

修繕費 �"ﾃ�C�ﾃイB�6,540,232 ��#Bﾃ3唐ﾃ3モ�

通､信運搬費 都�"ﾃ�3r�666,153 鼎bﾃcィ�

会議費 塔Bﾃャ��0 塔Bﾃャ��

広報費 鉄津cS��86,100 ��##bﾃCS��
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社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年4月1日　至　平成26年3月31日　　　　　　　　　　　(単位:円)

勘定科目 �9iD�7以亥｢����前年度決算(B) ��ﾘﾋｄ�6r�"��

業務委託費 �#"ﾃ���ﾃ�3b�22,408,036 鼎�2ﾃ����

手数料 塔�Rﾃ�ィ�32,090,341 ��#3�ﾃ#コﾃ�Sr�

保険料 鼎sRﾃ����415,910 鉄津涛��

貸借料 ��ﾃ���ﾃccR�3,226,984 ��#�ﾃC#bﾃ3���

租税公課 �#�ﾃ����15,000 澱ﾃ����

保守料 �#Cづ3S��0 �#Cづ3S��

渉外費 ��S"ﾃ��2�0 ��S"ﾃ��2�

諸会費 �#3RﾃS���0 �#3RﾃS���

雑費 ��ﾃCビﾃ��R�1,839,097 ��#3S�ﾃ��"�

減価償却費 ��Rﾃ�#bﾃS�b�15,338,148 鼎モﾃ3S��

サービス活動費用計(2) �#s"ﾃC�RﾃCsR�272,968,744 ��#SS2ﾃ#c��

サービス活動増減差額(3)=卜2 ��#�"ﾃcs"ﾃ��R�△3,657,571 ��#津��BﾃS3B�

【サービス活動外増減の部】 (収益) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 �#�ﾃS���30,614 ��#��ﾃ�澱�

5,950 ���5,950 

利用者等外給食収益 ��ﾃ��づSC��1,477,180 ��#3Sづc3��

雑収益 塔S��140,427 ��#�3津Ssr�

サービス活動外収益計(4) ��ﾃ�CRﾃゴ��1,648,221 ��#S�"ﾃ3c"�

(費用) 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 ���25,843 ��##Rﾃイ2�

△241,617 ���△241,617 

サービス活動外費用計(5) ��##C�ﾃc�r�25,843 ��##crﾃCc��

サービス活動外増減差額(6)=4-5 ��ﾃ3ビﾃCsb�1,622,378 ��##3Bﾃ��"�

経常増減差額(7)=3+6 ��#��ﾃ#ィﾃc#��△2,035,193 ��#津#C津C3b�

【特別増減の部】 (費用) 国庫禰助金等特別積立金取崩額(除却等) ��#bﾃ3��ﾃcSR�△6,915,029 ��#c�Bﾃ3sB�

その他の特別損失 �#�ﾃ�#�ﾃ����44,400,000 ��##Bﾃ3��ﾃ����

特別費用計(9) ��2ﾃs�津3CR�37,484,971 ��##2ﾃssRﾃc#b�

特別増減差額(10)=8-9 ��#�2ﾃs�津3CR�△37,484,971 �#2ﾃssRﾃc#b�

税引前当期活動増減差額(ll)=7+10 ��##Bﾃ涛2ﾃ都B�△39,520,164 ��BﾃS#bﾃ����

当期活動増減差額(14)=1卜12-13 ��##Bﾃ涛2ﾃ都B�△39,520,164 ��BﾃS#bﾃ����

【繰越活動増減差額の部】 �� ��

前期繰越活動増減差額(15) �#��ﾃS�Bﾃ#3��198,702,764 �"ﾃ���ﾃCsB�

当期末繰越活動増減差額(16)=14十15 ��sbﾃS��ﾃ#cB�159,182,600 ��rﾃ3#rﾃccB�

その他の積立金取崩額(18) ���42,321,638 ��#C"ﾃ3#�ﾃc3��

○○積立金取崩額 ���42,321,638 ��#C"ﾃ3#�ﾃc3��

次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 ��sbﾃS��ﾃ#cB�201,504,238 ��##Bﾃ涛2ﾃ都B�


