
拠点区分        ステップ拠点区分

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

就労支援事業収益 18,581,707 20,848,301 -2,266,594
  温泉事業収益 4,793,092 8,440,838 -3,647,746
  レストラン事業収益 2,542,822 3,177,070 -634,248
  ベーカリー事業収益 9,161,589 7,354,448 1,807,141
  縫製事業収益 531,667 960,129 -428,462
  軽作業収益 1,552,537 915,816 636,721
障害福祉サービス等事業収益 89,966,843 89,887,774 79,069
  自立支援給付費収益 79,031,254 78,346,422 684,832
    介護給付費収益
    特例介護給付費収益
    訓練等給付費収益 79,031,254 78,346,422 684,832
    特例訓練等給付費収益
    計画相談支援給付費収益
  利用者負担金収益 83,986 83,598 388
  補足給付費収益 1,560,000 1,560,000
    特定障害者特別給付費収益 1,560,000 1,560,000
    特例特定障害者特別給付費収益
  特定費用収益 8,529,603 9,897,754 -1,368,151
  その他の事業収益 762,000 762,000
    補助金事業収益(公費) 762,000 762,000
    補助金事業収益(一般)
    受託事業収益(公費)
    受託事業収益(一般)
    その他の事業収益
経常経費寄附金収益 850,000 850,000
  経常経費寄附金収益 850,000 850,000
その他の収益 10,000 10,000
  その他の収益 10,000 10,000
    サービス活動収益計(1) 109,408,550 110,746,075 -1,337,525
人件費 67,624,386 65,977,263 1,647,123
  役員報酬
  職員給料 39,381,166 37,774,169 1,606,997
  職員賞与 9,416,450 9,179,350 237,100
  賞与引当金繰入 4,055,000 4,046,000 9,000
  非常勤職員給与 6,447,026 6,730,100 -283,074
  派遣職員費
  退職給付費用 756,500 756,500
  役員退職慰労引当金繰入
  法定福利費 7,568,244 7,491,144 77,100
事業費 11,898,725 11,730,611 168,114
  給食費 4,897,497 5,160,801 -263,304
  介護用品費
  保健衛生費 628,645 320,630 308,015
  医療費
  被服費
  教養娯楽費 436,063 1,610,190 -1,174,127
  日用品費
  本人支給金
  水道光熱費 2,138,462 2,063,066 75,396
  燃料費
  消耗器具備品費 1,429,354 547,389 881,965
  保険料 1,588,650 1,098,610 490,040
  賃借料 487,549 563,945 -76,396
  教育指導費
  葬祭費
  車輌費 290,105 362,080 -71,975
  棚卸資産評価損
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  雑費 2,400 3,900 -1,500
事務費 7,094,507 7,651,163 -556,656
  福利厚生費 594,422 601,546 -7,124
  職員被服費
  旅費交通費 5,440 251,487 -246,047
  研修研究費 9,600 226,730 -217,130
  事務消耗品費 320,466 162,272 158,194
  印刷製本費
  修繕費 230,790 73,028 157,762
  通信運搬費 847,652 638,273 209,379
  会議費
  広報費
  業務委託費 127,600 90,720 36,880
  手数料 174,942 554,149 -379,207
  土地・建物賃借料 3,420,480 3,420,480
  租税公課 15,300 69,798 -54,498
  保守料 1,191,575 1,382,646 -191,071
  渉外費 30,000 30,000
  諸会費 123,000 123,000
  雑費 3,240 57,034 -53,794
就労支援事業費用 18,623,503 20,845,000 -2,221,497
  就労支援事業販売原価 18,623,503 20,845,000 -2,221,497
    期首製品(商品)棚卸高 146,343 143,042 3,301
    就労支援事業費 18,581,707 20,848,301 -2,266,594
    当期就労支援事業仕入高
    合計 18,728,050 20,991,343 -2,263,293
    期末製品(商品)棚卸高 104,547 146,343 -41,796
    差引 18,623,503 20,845,000 -2,221,497
利用者負担軽減額
  利用者負担軽減額
減価償却費 8,287,470 8,446,571 -159,101
  減価償却費 8,287,470 8,446,571 -159,101
国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,526,227 -1,526,227
  国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,526,227 -1,526,227
徴収不能額
  徴収不能額
徴収不能引当金繰入
  徴収不能引当金繰入
その他の費用
  その他の費用
    サービス活動費用計(2) 112,002,364 113,124,381 -1,122,017
    サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -2,593,814 -2,378,306 -215,508
借入金利息補助金収益
  借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益 996 1,006 -10
  受取利息配当金収益 996 1,006 -10
基本財産評価益
  基本財産評価益
積立資産評価益
  積立資産評価益
その他のサービス活動外収益 935,230 818,910 116,320
  受入研修費収益
  利用者等外給食収益 904,230 785,910 118,320
  雑収益 31,000 33,000 -2,000
    サービス活動外収益計(4) 936,226 819,916 116,310
支払利息 6,702 -6,702
  支払利息 6,702 -6,702
基本財産評価損
  基本財産評価損
積立資産評価損
  積立資産評価損
その他のサービス活動外費用 904,230 785,910 118,320
  利用者等外給食費 904,230 785,910 118,320
  雑損失
    サービス活動外費用計(5) 904,230 792,612 111,618
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    サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 31,996 27,304 4,692
    経常増減差額(7)=(3)+(6) -2,561,818 -2,351,002 -210,816
施設整備等補助金収益
  施設整備等補助金収益
  設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
  施設整備等寄附金収益
  設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
  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
  土地受贈額
  建物受贈額
  車両運搬具受贈額
  器具及び備品受贈額
  機械及び装置受贈額
固定資産売却益
  建物売却収益
  車輌運搬具売却益
  器具及び備品売却益
  機械及び装置売却益
  土地売却益
  建設仮勘定取崩益
拠点区分間繰入金収益 1,000,000 1,000,000
  拠点区分間繰入金収益 1,000,000 1,000,000
拠点区分間固定資産移管収益
  拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
  その他の特別収益
    特別収益計(8) 1,000,000 1,000,000
基本金組入額
  基本金組入額
資産評価損
  資産評価損
固定資産売却損・処分損 7 -7
  建物売却損・処分損
  車輌運搬具売却損・処分損 1 -1
  器具及び備品売却損・処分損 6 -6
  機械及び装置売却損・処分損
  土地売却損・処分損
  その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
  国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
国庫補助金等特別積立金積立額
  国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
  災害損失
拠点区分間繰入金費用
  拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
  拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
  その他の特別損失
    特別費用計(9) 7 -7
    特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,000,000 -7 1,000,007
    当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -1,561,818 -2,351,009 789,191
前期繰越活動増減差額(12) 101,225,838 103,576,847 -2,351,009
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 99,664,020 101,225,838 -1,561,818
基本金取崩額(14)
  基本金取崩額
その他の積立金取崩額(15)
  施設整備等積立金取崩額
  工賃変動積立金取崩額
  設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
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  施設整備等積立金積立額
  工賃変動積立金積立額
  設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 99,664,020 101,225,838 -1,561,818
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