
第一号第四様式

（単位：円）

勘　定　科　目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備  考

介護保険事業収入 550,227,485545,535,502 △4,691,983

  施設介護料収入 254,329,000253,857,937 △471,063

    介護報酬収入 228,652,914228,311,896 △341,018

    利用者負担金収入（公費） 23,78423,784 0

    利用者負担金収入（一般） 25,652,30225,522,257 △130,045

  居宅介護料収入 133,751,197130,827,537 △2,923,660

  （介護報酬収入） 87,834,70786,236,635 △1,598,072

    介護報酬収入 87,834,70786,236,635 △1,598,072

  （利用者負担金収入） 45,916,49044,590,902 △1,325,588

    介護負担金収入（公費） 32,054,58630,982,758 △1,071,828

    介護負担金収入（一般） 13,861,90413,608,144 △253,760

  地域密着型介護料収入 28,267,99028,005,598 △262,392

  （介護報酬収入） 25,441,19125,205,039 △236,152

    介護報酬収入 25,441,19125,205,039 △236,152

  （利用者負担金収入） 2,826,7992,800,559 △26,240

    介護負担金収入（一般） 2,826,7992,800,559 △26,240

  居宅介護支援介護料収入 3,970,8604,037,941 67,081

    居宅介護支援介護料収入 3,970,8604,037,941 67,081

  利用者等利用料収入 129,130,949128,094,643 △1,036,306

    施設サービス利用料収入 837,685797,780 △39,905

    居宅介護サービス利用料収入 2,279,3472,265,125 △14,222

    地域密着型介護サービス利用料収入 1,496,9671,481,036 △15,931

    食費収入（公費） 20,579,84020,524,808 △55,032

    食費収入（一般） 35,394,46034,934,594 △459,866

    居住費収入（公費） 21,869,12021,788,285 △80,835

    居住費収入（一般） 46,601,53046,231,415 △370,115

    その他の利用料収入 72,00071,600 △400

  その他の事業収入 3,644,3273,578,684 △65,643

    補助金事業収入 2,007,0002,007,000 0

    受託事業収入 437,237372,131 △65,106

    その他の事業収入 1,200,0901,199,553 △537

  （保険等査定減） △2,866,838△2,866,838 △0

経常経費寄附金収入 20,300,00020,300,000 0

受取利息配当金収入 4,873134 △4,739

その他の収入 2,099,7952,025,879 △73,916

  利用者等外給食費収入 1,773,8001,717,863 △55,937

  雑収入 325,995308,016 △17,979

    雑収入 325,995308,016 △17,979

託児所収益 284,600271,600 △13,000

  託児所収益 284,600271,600 △13,000

事業活動収入計 (1) 572,916,753568,133,115 △4,783,638

人件費支出 361,202,714359,884,817 △1,317,897

  役員報酬支出 5,199,0005,174,000 △25,000

  職員給料支出 179,932,799179,837,526 △95,273

  職員賞与支出 22,320,87722,320,877 0

  非常勤職員給与支出 81,173,52881,078,652 △94,876

  派遣職員費支出 20,261,26921,112,419 851,150

  退職給付支出 6,541,5006,542,250 750

  法定福利費支出 38,092,93536,114,045 △1,978,890

  通勤費支出 7,680,8067,705,048 24,242

事業費支出 69,603,93171,166,693 1,562,762

  給食費支出 32,735,07033,263,436 528,366

  介護用品費支出 3,868,3513,686,676 △181,675
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  診療・療養等材料費支出 602,336590,632 △11,704

  保健衛生費支出 392,579422,771 30,192

  医療費支出 143,770156,090 12,320

  教養娯楽費支出 2,404,2422,357,263 △46,979

  日用品費支出 1,047,591984,947 △62,644

  保育材料費支出 14,39910,988 △3,411

  水道光熱費支出 21,421,65622,331,131 909,475

  消耗器具備品費支出 708,746710,746 2,000

  保険料支出 113,700113,700 0

  賃借料支出 4,181,8104,467,300 285,490

  車輌燃料費支出 1,736,5461,694,070 △42,476

  保守料支出 193,248353,248 160,000

  雑支出 39,88723,695 △16,192

事務費支出 57,780,78858,008,191 227,403

  福利厚生費支出 2,269,5441,507,498 △762,046

  職員被服費支出 291,176303,427 12,251

  旅費交通費支出 1,107,793905,982 △201,811

  研修研究費支出 923,674798,338 △125,336

  事務消耗品費支出 2,493,9262,527,637 33,711

  水道光熱費支出 1,140,0001,150,000 10,000

  修繕費支出 1,130,746756,482 △374,264

  通信運搬費支出 1,747,3761,705,734 △41,642

  会議費支出 359,698508,366 148,668

  広報費支出 1,375,2881,623,106 247,818

  業務委託費支出 29,653,52230,747,716 1,094,194

    寝具委託費支出 4,886,0244,869,574 △16,450

    医事委託費支出 10,085,00010,120,000 35,000

    清掃委託費支出 3,926,6883,926,688 0

    その他の委託費支出 10,755,81011,831,454 1,075,644

  手数料支出 3,075,8093,089,133 13,324

  保険料支出 2,124,0201,910,400 △213,620

  賃借料支出 3,360,1683,512,360 152,192

  土地・建物賃借料支出 2,180,0001,660,000 △520,000

  租税公課支出 2,007,7202,999,720 992,000

  保守料支出 921,612930,710 9,098

  渉外費支出 215,686409,686 194,000

  諸会費支出 216,100216,100 0

  消耗器具備品費支出（事務） 27,59926,433 △1,166

  雑支出 1,159,331719,363 △439,968

    雑支出 1,159,331719,363 △439,968

支払利息支出 11,916,82712,093,957 177,130

その他の支出 1,165,6401,165,990 350

  利用者等外給食費支出 1,165,6401,165,990 350

事業活動支出計 (2) 501,669,900502,319,648 649,748

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 71,246,85365,813,467 △5,433,386

設備資金借入金収入 280,100,000280,100,000 0

施設整備等収入計 (4) 280,100,000280,100,000 0

設備資金借入金元金償還支出 189,074,000188,992,000 △82,000

固定資産取得支出 206,572,478198,572,478 △8,000,000

  器具及び備品取得支出 1,227,6141,227,614 0

  建設仮勘定取得支出 205,344,864197,344,864 △8,000,000

ファイナンス・リース債務の返済支出 4,033,4764,033,476 0
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施設整備等支出計 (5) 399,679,954391,597,954 △8,082,000

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △119,579,954△111,497,954 8,082,000

その他の活動収入計 (7) 00 0

その他の活動による支出 2,582,8202,582,820 0

  長期未払金支出 2,582,8202,582,820 0

その他の活動支出計 (8) 2,582,8202,582,820 0

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △2,582,820△2,582,820 0

予備費支出 (10)
－

0

△0
0

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) △50,915,921△48,267,307 2,648,614

前期末支払資金残高 (12) 202,558,364202,558,364 0

当期末支払資金残高 (11)+(12) 151,642,443154,291,057 2,648,614
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