
資金収支計算書

社会福祉法人坂城福祉会

第1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 冰ﾈ蠅����決算(B) 俚x穀��6r�"��備考 

【事業活動による収支】 (収入) 介護保険事業収入 鉄CRﾃ�#�ﾃ����536,244,285 唐ﾃピRﾃs�R� 

その他の事業収入 ��#�ﾃ����一163,802 ��#C2ﾃ��"�

経常経費寄附金収入 �3#Rﾃ����325,000 ���

受取利息配当金収入 塔�ﾃ����173,668 ��#�2ﾃcc��

その他の収入 �2ﾃc迭ﾃ����2,735,624 涛S津3sb�

事業活動収入計(1) 鉄C津3C�ﾃ����539,642,379 湯ﾃc途ﾃc#�� 

(支出) 人件費支出 �3CづS3Rﾃ����342,996,254 迭ﾃS3づsCb� 

事業費支出 涛�ﾃ3�Rﾃ����99,751,841 ��#津C3bﾃイ��

事務費支出 塔づピ�ﾃ����90,327,028 ��#�ﾂﾒ紊Srﾃ�#��

支払利息支出 田��ﾃ����1,297,246 ��#c�rﾃ#Cb�

その他の支出 ���△563,211 鉄c2ﾃ#���

事業活動支出計(2) 鉄#づC��ﾃ����533,809,158 ��#RﾃC�津�S�� 

事業活動資金収支差額(3)=卜2 �#�ﾃ鼎�ﾃ����5,833,221 ��Rﾃ��bﾃss�� 

【施設整備等による収支】 (収入) 施設整備等補助金収入 梯���92,000,000 ��#�"ﾃ���ﾃ���� 

設備資金借入金収入 ���150,000,000 ��#�S�ﾃ���ﾃ����

その他の施設整備等による収入 湯ﾃ�C�ﾃ����37,040,000 ��##づ���ﾃ����

施設整備等収入計(4) 湯ﾃ�C�ﾃ����279,040,000 ��##s�ﾃ���ﾃ���� 

I(支出) 設備資金借入金元金償還支出 釘ﾃ�#�ﾃ����54,820,000 ��#S�ﾃ���ﾃ���� 

固定資産取得支出 �"ﾃC#�ﾃ����283,025,927 ��##��ﾃc�Rﾃ�#r�

施設整備等支出計(5) 途ﾃ#C�ﾃ����337,845,927 ��#33�ﾃc�Rﾃ�#r� 

施設整備等資金収支差額(6)=4-5 ��ﾃ���ﾃ����△58,805,927 田�ﾃc�Rﾃ�#r� 

【その他の活動による収支】 (支出) その他の活動による支出 湯ﾃ�C�ﾃ����37,040,000 ��##づ���ﾃ���� 

その他の活動支出計(8) 湯ﾃ�C�ﾃ����37,040,000 ��##づ���ﾃ���� 

その他の活動資金収支差額(9)=7-8 ��#津�C�ﾃ����△37,040,000 �#づ���ﾃ���� 

予備費支出(10) ��2ﾃs��ﾃ����0 ��2ﾃs��ﾃ���� 

当期資金収支差額合計(ll)=3+6+9-10 ���△90,012,706 涛�ﾃ��"ﾃs�b� 

前期末支払資金残高(12) 湯ﾃcs"ﾃ����371,307,401 ��#3c�ﾃc3RﾃC��� 

当期末支払資金残高11十12 湯ﾃcs"ﾃ����281,294,695 ��##s�ﾃc#"ﾃc迭� 



社会福祉事業区分　　資金収支内訳表

社会福祉法人坂城福祉会

第1号の3様式

1頁

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)]馘��ﾉgｹYB�美里園施設 儖ﾉz(雇%ｨｯ｢�美里圃デイサービ ス 儖ﾈ�(��郢�ﾒ�美山固短期 儖ﾈ�(鈷6h485H�ｸ7"�5��美山園居宅 俘xﾇb�

【事業活動による収支】 (収入) 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 ���147,333,545 ���0 ��C"ﾃs3�ﾃs3B�0 ���0 �#��ﾃ�cRﾃ#s��

利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介凄報酬.収入 �����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���

(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) ���0 ���0 ���0 塔BﾃS湯�0 塔BﾃS湯�

介護負担金収入(一般) 地域密着型介津料収入 (利用者負担金収入) 介健負担金収入(-般) �����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�

利用者等利用料収入 食費収入(公費) ���13,667,554 涛�Rﾃ����0 免ﾂﾃCsづ塔��422,560 ���0 �#bﾃCsBﾃ�釘�

食費収入(一般) ���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�

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

居住費収入(一般) ���6,009,290 ��ﾃ�SBﾃ#s��0 迭ﾃ3s"ﾃ����1,018,560 ���0 ��2ﾃCSBﾃ�#��

その他の事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 �����1,095,000 163,802 �����0 0 �����0 0 �����0 0 ��ﾃ�迭ﾃ�����c2ﾃ��"�

経常経費寄附金収入 ���270,000 ���0 鉄Rﾃ����0 ���0 �3#Rﾃ����

受取利息配当金収入 ��C�ﾃ3�2�7,703 ���5,144 ��BﾃSs��0 迭ﾃ鼎��0 ��s2ﾃcc��

その他の収入 受入研修費収入 ���10,000 ���0 迭ﾃ鉄��0 ���0 ��Rﾃ鉄��

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

雑収入 �#�ﾃ����45,750 ���0 ���0 塔S��0 田bﾃc���

p事業活動収入如く1) ��c�ﾃ3�2�195,138,081 �3Rﾃ#澱ﾃツ��48,157,905 ��ッﾃcCRﾃ3#"�33,444,630 �3づ鉄づ#sr�1,841,000 鉄3津cC"ﾃ3s��

(支出) 人件費支出 役員報酬支出 田Crﾃ3迭�0 ���0 ���0 ���0 田Crﾃ3迭�

職員給料支出 ���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�

職員米与支出 ���12,251,663 �"ﾃ�#�ﾃ3#��1,588,998 ��RﾃC�2ﾃ#���3,238,639 �2ﾃ�c2ﾃ3唐�210,000 �3づcsbﾃ##r�

非常勤職員給与支出 ���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�

派遣僻見費支出 ���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#��

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

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

事業費支出 給食費支出 ���15,107,556 �"ﾃ#�づ都r�2,333,877 ��bﾃゴ�ﾃS�2�2,607,033 ��ﾃsS"ﾃ�CR�0 鼎�ﾃツ津涛��

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

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

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

被服費支出 ���4,910 鉄���0 ���0 �#�ﾃ����0 �#RﾃC#��

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

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

水道光熱費支出 ���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�

燃料費支出 ���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"�

消耗器具備品費支出 釘ﾃピづ��r�1,859,272 �#C"ﾃs3��323,827 ��ﾃ�#�ﾃ�c2�346,946 鉄��ﾃ��R�0 ���ﾃ�S2ﾃcs��

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

賃借料支出 ���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"�

車輪費支出 ��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��



社会福祉事業区分　　資金収支内訳表

社会福祉法人坂城福祉会

第1号の3様式

2京

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(ﾌY%ｨｯ｢�美里園デイサービ 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�

雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 ���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 

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

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

研修研究費支出 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�

事務消耗品費支出 �"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�

印刷製本費支出 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�

水道光熱費支出 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"�

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

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

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

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

広報費支出 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�

業務垂紀費支出 �2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 鼎づCCrﾃンB�

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

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

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

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

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

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

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

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

支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 都#津#Cb���568,000 �����0 0 ���0 �����0 0 ��ﾃ#途ﾃ#Cb�

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

事業活動支出計(2) �#�ﾃャづ#3B�177,932,032 �32ﾃ3CづS�b�45,293,034 ��s津SS�ﾃ#コ�34,067,796 鼎�ﾃイrﾃ#�B�882,057 鉄32ﾃ��津�S��

事業活動資金収支差額(3)=1-2 ��##�ﾃs#rﾃ�3��17,206,049 ��ﾃ鼎づ3SR�2,864,871 途ﾃ�迭ﾃ�3r�△623,166 ��#"ﾃャづ�3r�958,943 迭ﾃ�32ﾃ##��

【施設整備等による収支】 (収入) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 涛"ﾃ���ﾃ����0 ���0 ���0 ���0 涛"ﾃ���ﾃ����

設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入 サービス区分繰入金収入 ��S�ﾃ���ﾃ����0 ���0 ���0 ���0 ��S�ﾃ���ﾃ����

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

施設整備等収入計(4) �#s津�C�ﾃ����0 ���0 ���0 ���0 �#s津�C�ﾃ����

(支出) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 鉄�ﾃ���ﾃ����4,820,000 ���0 ���0 ���0 鉄Bﾃ�#�ﾃ����

414,434 ���0 ���0 ���0 ���414,434 

建物取得支出 �#c2ﾃs��ﾃS���0 ���0 ���0 迭ﾃ���ﾃ����0 �#cづs��ﾃS���

車柄運搬具取得支出 �"ﾃs#津c���0 ���0 ���0 ���0 �"ﾃs#津c���

器具及び備品取得支出 免ﾂﾃ���ﾃ3�2�0 ���0 ���0 ���0 免ﾂﾃ���ﾃ3�2�

施設整備等支出計(5) �3#づ�#Rﾃ�#r�4,820,000 ���0 ���0 迭ﾃ���ﾃ����0 �33rﾃイRﾃ�#r�

施設整備等資金収支差額(6)=4-5 ��#Cづ塔Rﾃ�#r�△4,820,000 ���0 ���0 ��#Rﾃ���ﾃ����0 ��#Sづ��Rﾃ�#r�

【その他の活動による収支】 (支出) その他の活動による支出 サービス区分繰入金支出 ���5,620,000 澱ﾃ���ﾃ����5,400,000 湯ﾃ�#�ﾃ����5,500,000 迭ﾃC��ﾃ����0 �3rﾃ�C�ﾃ����

その他の活動支出計(8) ���5,620,000 澱ﾃ���ﾃ����5,400,000 湯ﾃ�#�ﾃ����5,500,000 迭ﾃC��ﾃ����0 �3rﾃ�C�ﾃ����

その他の活動資金収支差額(9)=7-8 ���△5,620,000 ��#bﾃ���ﾃ����△5,400,000 ��#津�#�ﾃ����△5,500,000 ��#RﾃC��ﾃ����0 ��#3rﾃ�C�ﾃ����

当期資金収支差額合計(ll)=3+6十9-10 ��#c津s�2ﾃゴ��6,766,049 ��#Bﾃ�S�ﾃcCR�△2,535,129 ��#"ﾃ�#Bﾃ田2�△6,123,166 ��#�2ﾃ#モﾃ�3r�958,943 ��#��ﾃ��"ﾃs�b�

前期末支払資金残高(12) ���"ﾃ�C2ﾃC#2�62,562,289 �#�ﾃS途ﾃCcR�27,208,576 田"ﾃs3�ﾃ都R�42,964,759 �3Rﾃ�コﾃ����7,913,096 �3s�ﾃ3�rﾃC���

当期末支払資金残高11+12 鼎"ﾃC#津ScR�69,328,338 ��bﾃSCRﾃ�#��24,673,447 田�ﾃs�rﾃ��"�36,841,593 �#�ﾃンbﾃャ��8,872,039 �#��ﾃ#釘ﾃc迭�



社会福祉法人坂城福祉会

社会福祉事業区分　　資金収二支内訳表

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 

【事業活動による収支】 ��290,065,279 

(収入) 

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

居宅介護料収入 
(介護報酬収入) 

介護報酬収入 

(利用者負担金収入) 

介護負担金収入(公費) 

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

地域癒着型介謹料収入 

(利用者負担金収入) 

介護負担金収入(一般) 

利用者等利用料収入 

食費収入(公費) 

食費収入(-般) �31,720,855 

居住費収入(公費) �1,920 

居住費収入(-般) �13,454,920 1,095,000 163,802 

その他の事業収入 

受託事業収入 
その他の事業収入 

その他の事業収入 

補助金事業収入 
経常経費寄附金収入 �325,000 

受取利息配当金収入 �173,668 15,950 

その他の収入 

受入研修費収入 
利用者等外給食費収入 �2,653,074 

雑収入 �66,600 

事業活動収入計(1) ��539,642,379 

(支出) ��647,395 

人件費支出 

役員報酬支出 
職員給料支出 �151,291,435 

職員井与支出 �38,676,227 

非常勤職員給与支出 �80,330,266 

派遣職員費支出 �25,157,320 

退職給付支出 �6,872,848 

法定福利費支出 �40,020,763 40,869,991 

事業費支出 
給食費支出 

介護用品費支出 �12,960,382 

保健衛生費支出 �2,726,966 

医療費支出 �62,805 

被服費支出 �25,420 

教養娯楽費支出 �1,744,044 

日用品費支出 �160,101 

水道光熱費支出 �15,530,188 

燃料費支出 �8,882,882 

消耗器具備品費支出 �10,153,679 

保険料支出 �128,450 

賃借料支出 �3,986,262 

事柄費支出 �2,415,671 

第1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　　資金収支内訳表

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 

椎支出 ��105,000 2,924,183 

事務費支出 
福利厚生費支出 

職員被服費支出 �1,466,643 

旅費交通費支出 �1,196,775 

研修研究費支出 �2,195,047 

事務消耗品費支出 �5,821,643 

印刷製本費支出 �1,261,445 

水道光熱費支出 �1,613,352 

燃料費支出 �518,189 

修繕費支出 �3,089,276 

通信運搬費支出 �1,772,376 

会議費支出 �986,785 

広報費支出 �176,207 

業務委託費支出 �48,447,894 

手数料支出 �2,999,069 

保険料支出 �1,195,840 

貸借料支出 �5,072,221 

租税公裸支出 �702,113 

保守料支出 �2,273,321 

渉外費支出 �2,059,738 

諸会費支出 �613,170 

雑支出 �3,941,741 

支払利息支出 �1,297,246 △563,211 

その他の支出 

利用者等外給食費支出 

事業活動支出計(2) ��533,809,158 

事業活動資金収支差額(3)=1-2 ��5,833,221 

【施設整備等による収支】 ��92,000,000 

(収入) 

施設整備等補助金収入 

施設整備等補助金収入 

設備資金借入金収入 �150,000,000 37,040,000 

その他の施設整備等による収入 

サービス区分繰入金収入 

施設整備等収入計(4) ��279,040,000 

(支出) ��54,820,000 414,434 

設備資金借入金元金償遭支出 

固定資産取得支出 
土地取得支出 

建物取得支出 �268,791,500 

車輪運搬具取得支出 �2,729,600 

器具及び備品取得支出 冤l,090,393 

施設盤億等支出計(5) ��337,845,927 

施設整備等資金収支差額(6)=4-5 ��△58,805,927 

【その他の活動による収支】 ��37,040,000 

(支出) 

その他の活動による支出 

サービス区分繰入金支出 

その他の活動支出計(8) ��37,040,000 

その他の活動資金収支差額(9)=7-8 ��△37,040,000 

当期資金収支差額合計(ll)=3+6十9-10 ��△90,012,706 

前期末支払資金残高(12) ��371,307,401 

当期末支払資金残高11+12 ��281,294,695 

第1号の3様式

4頁

(単位:円)



さカ､き美里園拠.点区分　　資金収支計算書　　　　第1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 冰ﾈ蠅����決算(ち) 俚x穀��6r�"��備考 

【事業活動による収支】 (収入) 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 ��C"ﾃ���ﾃ����147,333,545 ��#BﾃC32ﾃSCR� 

利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) ��Rﾃャ2ﾃ����c津C��ﾃ�������ﾃ����16,-364,029 66,477,677 0 ��#C��ﾃ�#��"ﾃ�#"ﾃ3#2����ﾃ����

介護負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 食費収入(公費) 途ﾃS途ﾃ�����bﾃ3s�ﾃ����8,114,415 14,572,654 ��#S�rﾃC�R��ﾃs途ﾃ3Cb�

食費収入(一般) ��Rﾃsc�ﾃ����15,533,115 �##bﾃャR�

居住費収入(公費) ��ﾃS#�ﾃ����1,920 ��ﾃS�づ����

居住費収入(一般) その他の事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 澱ﾃ���ﾃ�����ﾃ�迭ﾃ�����#�ﾃ����7,063,560 1,095,000 163,802 ��#�c2ﾃSc�����#C2ﾃ��"�

経常経費寄附金収入 �##�ﾃ����270,000 ��#S�ﾃ����

受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 鉄Rﾃ����#�ﾃ����153,150 10,000 ��#唐ﾃ�S����ﾃ����

利用者等外給食費収入 ��ﾃ���ﾃ����1,534,533 �#cRﾃCcr�

雑収入 田�ﾃ����65,750 ��#RﾃsS��

事業活動収入計(1) �#s津���ﾃ����278,753,150 ��ﾃ�Sbﾃゴ�� 

(支出) 人件費支出 役員報酬支出 涛S�ﾃ����647,395 �3�"ﾃc�R�L 

職員給料支出 都bﾃcs�ﾃ����67,807,277 唐ﾃツ"ﾃs#2�

職員賞与支出 ��津���ﾃ����16,760,990 �"ﾃ#3津����

非常勤職員給与支出 鼎づ3��ﾃ����52,031,628 ��#2ﾃs3�ﾃc#��

派遣職員費支出 唐ﾃ#��ﾃ����6,996,935 ��ﾃ#�2ﾃ�cR�

退職給付支出 �2ﾃs#�ﾃ����3,693,560 �#bﾃCC��

法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 ��づ���ﾃ����#�ﾃ#��ﾃ����24,388,065 19,660,410 ��#bﾃ#モﾃ�cR�S3津S���

介護用品費支出 迭ﾃCS�ﾃ����6,370,133 ��#�#�ﾃ�32�

保健衛生費支出 ��ﾃ3S�ﾃ�����1,329,303 �#�ﾃc途�

医療費支出 ����ﾃ����13,080 塔bﾃ�#��

被服費支出 田�ﾃ����5,420 鉄BﾃS���

教養娯楽費支出 田��ﾃ����509,179 涛�ﾃ�#��

日用品費支出 �#��ﾃ����130,314 田津cッ�

水道光熱費支出 唐ﾃ���ﾃ����9,119,167 ��##�津�cr�

燃料費支出 �2ﾃ���ﾃ����3,103,641 都澱ﾃ3S��

消耗器具備品費支出 �"ﾃ3��ﾃ����7,304,755 ��#Rﾃ��BﾃsSR�

保険料支出 �#3�ﾃ����0 �#3�ﾃ����

貸借料支出 ��ﾃ#C�ﾃ����829,090 鼎��ﾃ����

葬祭費支出 ����ﾃ����0 ����ﾃ����

車柄費支出 ��ﾃS��ﾃ����1,611,659 ��#3�ﾃcS��

雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 ��c�ﾃ�����ﾃCS�ﾃ����25,000 1,421,249 ��3Rﾃ����#づsS��

職員被服費支出 都3�ﾃ����864,964 ��#�3Bﾃ田B�



さカ､き美里園拠.烏区分　　資金収支計算書　　　　第1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 冰ﾈ蠅����決算(B) 俚x穀��6r�"��備考 

旅費交通費支出 ��s�ﾃ����1,102,235 ��#�3"ﾃ#3R� 

研修研究費支出 �2ﾃ���ﾃ����1,832,357 ��ﾃ#srﾃcC2�

事務消耗品費支出 �"ﾃS��ﾃ����4,383,713 ��#�ﾃャ2ﾃs�2�

印刷製本費支出 ��ﾃ#S�ﾃ����973,950 �#sbﾃ�S��

水道光熱費支出 ��ﾃ#��ﾃ����977,041 �##"ﾃ鉄��

燃料費支出 鼎��ﾃ����.301,667 涛づ332�

修繕費支出 ��ﾃcS�ﾃ����947,432 都�"ﾃSc��

通信運搬費支出 ��ﾃ�#�ﾃ����1,059,539 田�ﾃCc��

会議費支出 ��ﾃ���ﾃ����901,905 涛づ�迭�

広報費支出 �#c�ﾃ����116,557 ��C2ﾃCC2�

業務委託費支出 �#"ﾃc��ﾃ����25,636,758 ��#2ﾃ�3bﾃsS��

手数料支出 ��ﾃ���ﾃ����2,193,885 ��#�ﾃ��2ﾃャR�

保険料支出 田#�ﾃ����719,940 ��#湯ﾃ鼎��

貸借料支出 �2ﾃ#��ﾃ����3,271,556 唐ﾃCCB�

土地.建物貸借料支出 田��ﾃ����0 田��ﾃ����

租税公課支出 �#��ﾃ����680,313 ��#C��ﾃ3�2�

保守料支出 ��ﾃsS�ﾃ����2,024,971 ��##sBﾃ都��

渉外費支出 塔��ﾃ����1,907,625 ��#�ｳ��rﾃc#R�

諸会費支出 田��ﾃ����377,670 �##"ﾃ33��

雑支出 �"ﾃ3��ﾃ����2,453,826 ��#�S2ﾃ�#b�

支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 田��ﾃ������1,297,246 △321,594 ��#c�rﾃ#Cb�3#�ﾃS釘�

事業活動支出計(2) �#s�ﾃc��ﾃ����277,461,806 ��#bﾃss�ﾃ��b� 

事業活動資金収支差額(3)=卜2 湯ﾃ�#�ﾃ����1,291,344 途ﾃ�#づcSb� 

【施設整備等による収支】 (収入) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 ���92,000,OPO ��#�"ﾃ���ﾃ���� 

設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入 サービス区分繰入金収入 ���津�C�ﾃ����150,000,000 37,040,000 ��#�S�ﾃ���ﾃ�����##づ���ﾃ����

施設整備等収入計(4) 湯ﾃ�C�ﾃ����279,040,000 ��##s�ﾃ���ﾃ���� 

(支出) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支tH. 釘ﾃ�#�ﾃ������54,820,000 414,434 ��#S�ﾃ���ﾃ�����#C�BﾃC3B� 

建物取得支出 ���263,791,500 ��##c2ﾃs��ﾃS���

車柄運搬具取得支出 ��#�ﾃ����2,729,600 ��#"ﾃc�津c���

器具及び備品取得支出 ���ll,090,393 ��#��ﾃ���ﾃ3�2�

固定資産取得支出 ��ﾃ#��ﾃ����0 ��ﾃ#��ﾃ����

施設整備等支出計(5) 澱ﾃ�C�ﾃ�����332,845,927 ��#3#bﾃs�Rﾃ�#r� 

施設整備等資金収支差額(6)=4-5 �"ﾃ���ﾃ����△53,805,927 鉄bﾃs�Rﾃ�#r� 

【その他ゐ活動による収支】 (支出) その他の活動による支出 サービス区分繰入金支出 釘ﾃS#�ﾃ����17,020,000 ��#�"ﾃS��ﾃ���� 

その他の活動支出計(8) 釘ﾃS#�ﾃ����17,020,000 ��#�"ﾃS��ﾃ���� 

その他の活動資金収支差額(9)=7-8 ��#BﾃS#�ﾃ����△17,020,000 ��"ﾃS��ﾃ���� 

予備費支出(10) 途ﾃS��ﾃ����0 途ﾃS��ﾃ���� 

当期資金収支差額合計(ll)=3十6十9-10 ���△69,534,583 田津S3BﾃS�2� 

前期末支払資金残高(12) �2ﾃ3��ﾃ����222,511,753 ��##�津#��ﾃsS2� 

当期末支払資金残高11十12 �2ﾃ3��ﾃ����152,977,170 ��#�C津csrﾃ�s�� 



さカ､き美山園拠.点区分　　資金収支計算書　　　　第1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 冰ﾈ蠅����決算(B) 俚x穀��6r�"��備考 

【事業活動による収支】 (収入) 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 ��3rﾃ��"ﾃ����142,731,734 ��#Bﾃ�#津s3B� 

利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) ��Rﾃ#s�ﾃ����Sづ�3�ﾃ������15,413,431 60,213,903 84,599 ��#�C2ﾃC3���#"ﾃ��2ﾃ��2��#ィﾃS湯�

介護負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 食費収入(公費) 澱ﾃ3��ﾃ������ﾃs3�ﾃ�����ﾃ##Rﾃ�����rﾃS��ﾃ����5,404,949 0 1,359,114 ll,901,540 涛コﾃ�S����ﾃs3�ﾃ�����#�3Bﾃ��B�Rﾃc�づCc��

食費収入(一般) ��2ﾃ都�ﾃ����16,187,740 ��#"ﾃ#�rﾃsC��

居住費収入(一般) 澱ﾃcSづ����6,391,360 �#cbﾃcC��

経常経費寄附金収入 ���Rﾃ����55,000 鉄�ﾃ����

受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 �#Rﾃ�������ﾃ����20,518 5,950 釘ﾃC�"�釘ﾃ�S��

利用者等外給食費収入 ��ﾃs��ﾃ����1,118,541 鉄��ﾃCS��

雑収入 ��Rﾃ����850 ��Bﾃ�S��

事業活動収入計(1) �#c津S3�ﾃ����260,889,229 唐ﾃcC�ﾃss�� 

(支出) 人件費支出 職員給料支出 ����ﾃs�2ﾃS���83,484,158 ��rﾃ##津3C"� 

職員賞与支出 ��"ﾃS�rﾃS���21,915,237 ��#津3途ﾃs3r�

非常勤職員給与支出 �3�ﾃ�#�ﾃ����28,298,638 �2ﾃc#�ﾃ3c"�

派遣職員費支出 唐ﾃ3#�ﾃ����18,160,385 ��#津イ�ﾃ3コ�

退職給付支出 �2ﾃ3CBﾃ����3,179,288 ��cBﾃs�"�

法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 ��bﾃs��ﾃ�����づ鉄�ﾃ����15,632,698 21,209,581 ��ﾃ�Crﾃ3�"��#"ﾃ#S津S���

介護用品費支出 澱ﾃ�3�ﾃ����6,590,249 ��#Sc�ﾃ#C��

保健衛生費支出 ��ﾃ#c�ﾃ����1,397,663 ��#�3rﾃcc2�

医療費支出 ����ﾃ����49,725 鉄�ﾃ#sR�

被服費支出 都�ﾃ���B�20,000 鉄�ﾃ����

教養娯楽費支出 ��ﾃ#3�ﾃ����1,234,865 ��#BﾃツR�

日用品費支出 ��3�ﾃ����29,787 ����ﾃ#�2�

水道光熱費支出 迭ﾃCS�ﾃ����6,411,021 ��#田�ﾃ�#��

燃料費支出 釘ﾃ�コﾃ����5,779,241 ��#�ﾃS釘ﾃ#C��

消耗器具備品費支出 �"ﾃs��ﾃ����2,848,924 ��#�Cづ�#B�

保険料支出 ��3�ﾃ����128,450 ��ﾃSS��

貸借料支出 �"ﾃャ�ﾃ����3,157,172 ��##srﾃ�s"�
1葬祭費支出 鉄�ﾃ����0 鉄�ﾃ����

車柄費支出 都��ﾃ����804,012 ��#��Bﾃ��"�

雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 塔�ﾃ�����ﾃSc�ﾃ����80,000 1,502,934 ���Srﾃ�cb�

職員被服費支出 田c�ﾃ����601,679 鉄づ3#��

旅費交通費支出 ��c�ﾃ����94,540 田RﾃCc��

研修研究費支出 鼎c�ﾃ����362,690 涛rﾃ3���
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勘定科目 冰ﾈ蠅����決算(B) 俚x穀��6r�"��備考 

事務消耗品費支出 ��ﾃ3��ﾃ����1,437,930 ��#�#rﾃ�3�� 

印刷製本費支出 �#c�ﾃ����287,495 ��##rﾃC迭�

水道光熱費支出 田c�ﾃ����636,311 �#2ﾃcヲ�

燃料費支出 ��S�ﾃ����216,522 ��#cbﾃS#"�

修繕費支出 �2ﾃ�C�ﾃ����2,141,844 涛唐ﾃ�Sb�

通信運搬費支出 都3�ﾃ����.712,837 ��rﾃ�c2�

会議費支出 ��3�ﾃ����84,880 鼎Rﾃ�#��

広報費支出 ����ﾃ����59,650 鉄�ﾃ3S��

業務委託費支出 �#Bﾃ�cBﾃ����22,811,136 ��ﾃ3S"ﾃツB�

手数料支出 ��ﾃ3�Rﾃ����805,184 鼎湯ﾃ��b�

保険料支出 田��ﾃ����475,900 ��3Bﾃ����

賃借料支出 �"ﾃ��bﾃ����1,800,665 �3�Rﾃ33R�

租税公課支出 鼎�ﾃ����21,800 蔦�づ#���

保守料支出 鼎#Rﾃ����248,350 ��sbﾃcS��

渉外費支出 ��c�ﾃ����152,113 途ﾃャr�

諸会費支出 �3S�ﾃ����235,500 ���BﾃS���

雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 ��ﾃcs�ﾃ������1,487,915 △241,617 ���"ﾃ�コ�#C�ﾃc�r�

事業活動支出計(2) �#Srﾃs��ﾃ����256,347,352 ��ﾃ3c"ﾃcC�� 

事業活動資金収支差額(3)=1-2 免ﾂﾃ�#�ﾃ����4,541,877 途ﾃ#sづ�#2� 

【施設整備等による収支】 (支出) 固定資産取得支出 建物取得支出 ���5,000,000 ��#Rﾃ���ﾃ���� 

固定資産取得支出 ��ﾃ���ﾃ����0 ��ﾃ���ﾃ����

施設整備等支出計(5) ��ﾃ���ﾃ����5,000,000 ��#2ﾃ���ﾃ���� 

施設整備等資金収支差額(6)=4-5 ��#�ﾃ���ﾃ����△5,000,000 �2ﾃ���ﾃ���� 

【その他の活動による収支】 (支出) その他の活動による支出 サービス区分繰入金支出 釘ﾃS#�ﾃ����20,020,000 ��#�RﾃS��ﾃ���� 

その他の活動支出計(8) 釘ﾃS#�ﾃ����20,020,000 ��#�RﾃS��ﾃ���� 

その他の活動資金収支差額(9)=7-8 ��#BﾃS#�ﾃ����△20,020,000 ��RﾃS��ﾃ���� 

予備費支出(10) 澱ﾃ#��ﾃ����0 澱ﾃ#��ﾃ���� 

当期資金収支差額合計(ll)=3+6+9-10 ���△20,478,123 �#�ﾃCsづ�#2� 

前期末支払資金残高(12) 澱ﾃ3s"ﾃ����148,795,648 ��#�C"ﾃC#2ﾃcC�� 

当期末支払資金残高11+12 澱ﾃ3s"ﾃ����128,317,525 ��#�#�ﾃ鼎RﾃS#R� 


