
法人名	 	 	 	 社会福祉法人　恵和会

事業・拠点	 	 	 [0001:有度の里]

第一号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

予　算 決　算 差　異

介護保険事業収入 985,187,960 980,699,840 4,488,120

	 施設介護料収入 438,407,000 438,965,644 -558,644

	 	 介護報酬収入 394,398,000 394,376,490 21,510

	 	 利用者負担金収入(公費) 1,280,000 1,300,748 -20,748

	 	 利用者負担金収入(一般) 42,729,000 43,288,406 -559,406

	 居宅介護料収入（介護報酬収入） 224,593,000 222,714,387 1,878,613

	 	 介護報酬収入 214,832,000 213,810,514 1,021,486

	 	 介護予防報酬収入 9,761,000 8,903,873 857,127

	 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 32,721,000 31,547,496 1,173,504

	 	 介護負担金収入(公費) 2,392,000 2,409,307 -17,307

	 	 介護負担金収入(一般) 28,816,000 27,642,640 1,173,360

	 	 介護予防負担金収入(公費) 107,000 235,978 -128,978

	 	 介護予防負担金収入(一般) 1,406,000 1,259,571 146,429

	 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 28,853,000 25,139,416 3,713,584

	 	 介護報酬収入 28,853,000 25,139,416 3,713,584

	 	 介護予防報酬収入

	 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) 3,134,000 2,946,764 187,236

	 	 介護負担金収入(公費) 282,000 303,785 -21,785

	 	 介護負担金収入(一般) 2,852,000 2,642,979 209,021

	 	 介護予防負担金収入(公費)

	 	 介護予防負担金収入(一般)

	 居宅介護支援介護料収入 47,407,000 46,199,142 1,207,858

	 	 居宅介護支援介護料収入 30,496,000 29,244,678 1,251,322

	 	 介護予防支援介護料収入 16,911,000 16,954,464 -43,464

	 利用者等利用料収入 178,733,000 175,834,007 2,898,993

	 	 施設サービス利用料収入 9,335,000 7,274,601 2,060,399

	 	 居宅介護サービス利用料収入

	 	 地域密着型介護サービス利用料収入

	 	 食費収入(公費) 33,287,000 31,937,921 1,349,079

	 	 食費収入(一般) 55,134,000 56,141,509 -1,007,509

	 	 居住費収入(公費) 26,449,000 24,107,780 2,341,220

	 	 居住費収入(一般) 54,428,000 56,371,260 -1,943,260

	 	 その他の利用料収入 100,000 936 99,064

	 その他の事業収入 31,339,960 37,352,984 -6,013,024

	 	 補助金事業収入 730,000 964,884 -234,884

	 	 市町村特別事業収入

	 	 受託事業収入 29,914,000 35,620,085 -5,706,085

	 	 その他の事業収入 695,960 768,015 -72,055

	 （保険等査定減）

管理費収入

医療事業収入 5,523,700 5,531,515 -7,815

	 外来診療収入 130,000 900,683 -770,683

	 訪問看護療養費収入 3,146,000 4,475,522 -1,329,522

	 訪問看護利用料収入 187,700 155,310 32,390

	 	 訪問看護基本利用料収入 93,700 146,910 -53,210

有度の里拠点区分資金収支計算書
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	 	 訪問看護その他の利用料収入 94,000 8,400 85,600

	 その他の医療事業収入 2,060,000 2,060,000

	 	 補助金事業収入

	 	 受託事業収入 2,060,000 2,060,000

	 	 その他の医療事業収入

	 （保険等査定減）

公益事業収入

	 運営事業収入

	 	 管理費収入

	 	 その他の利用料収益

	 	 補助金事業収益

	 	 その他の事業収益

	 その他の事業収入

	 	 補助金事業収入

	 	 受託事業収入

	 	 その他の事業収入

その他の収入

借入金利息補助金収入 447,300 447,300

	 借入金利息補助金収入 447,300 447,300

経常経費寄附金収入

	 経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入 1,200,000 2,027,564 -827,564

	 受取利息配当金収入 1,200,000 2,027,564 -827,564

その他の収入 4,785,801 6,015,911 -1,230,110

	 受入研修費収入 50,000 110,000 -60,000

	 利用者等外給食費収入 900,000 992,450 -92,450

	 雑収入 3,835,801 4,913,461 -1,077,660

流動資産評価益等による資金増加額

	 有価証券売却益

	 有価証券評価益

	 為替差益

	 	 	 	 事業活動収入計(1) 997,144,761 994,722,130 2,422,631

人件費支出 701,883,692 710,549,232 -8,665,540

	 役員報酬支出

	 職員給料支出 402,099,718 402,043,147 56,571

	 職員賞与支出 74,843,874 74,843,559 315

	 非常勤職員給与支出 126,919,100 131,152,840 -4,233,740

	 派遣職員費支出 10,520,000 10,512,229 7,771

	 退職給付支出 5,901,000 5,900,300 700

	 法定福利費支出 81,600,000 86,097,157 -4,497,157

事業費支出 110,870,673 109,064,933 1,805,740

	 給食費支出 43,290,000 43,104,051 185,949

	 介護用品費支出 13,550,000 13,547,031 2,969

	 医薬品費支出 2,490,000 2,424,145 65,855

	 保健衛生費支出 3,960,000 3,957,936 2,064

	 医療費支出 1,305,000 1,249,377 55,623

	 被服費支出 1,994,000 1,912,492 81,508

	 教養娯楽費支出 520,000 369,194 150,806

	 日用品費支出 1,970,000 1,877,900 92,100

	 本人支給金支出

	 水道光熱費支出 28,690,000 28,642,942 47,058

	 燃料費支出

	 消耗器具備品費支出 3,532,480 2,922,131 610,349

	 保険料支出 1,521,193 1,450,193 71,000
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	 賃借料支出 1,918,000 1,869,618 48,382

	 教育指導費支出

	 就職支度費支出

	 葬祭費支出 140,000 10,000 130,000

	 車輌費支出 5,990,000 5,727,923 262,077

	 管理費返還支出

	 その他の費用支出

	 雑支出

事務費支出 76,865,898 74,600,388 2,265,510

	 福利厚生費支出 3,550,000 3,540,616 9,384

	 職員被服費支出 450,000 396,825 53,175

	 旅費交通費支出 285,000 151,790 133,210

	 研修研究費支出 900,000 689,392 210,608

	 事務消耗品費支出 3,126,512 3,119,028 7,484

	 印刷製本費支出 1,485,000 1,350,833 134,167

	 水道光熱費支出

	 燃料費支出

	 修繕費支出 3,080,000 3,077,422 2,578

	 通信運搬費支出 3,530,000 3,252,064 277,936

	 会議費支出 313,000 247,475 65,525

	 広報費支出 4,326,800 4,233,448 93,352

	 業務委託費支出 22,904,000 22,875,895 28,105

	 手数料支出 1,380,000 1,247,541 132,459

	 保険料支出 2,735,000 2,599,675 135,325

	 賃借料支出 14,890,000 14,479,523 410,477

	 土地・建物賃借料支出 5,763,043 5,755,834 7,209

	 租税公課支出 94,500 75,575 18,925

	 保守料支出 5,284,000 4,865,576 418,424

	 渉外費支出 634,043 634,043

	 諸会費支出 548,000 548,000

	 その他の費用支出

	 雑支出 1,587,000 1,459,833 127,167

その他の支出

	 その他の支出

利用者負担軽減額 3,520,000 3,253,812 266,188

	 利用者負担軽減額 3,520,000 3,253,812 266,188

支払利息支出 10,389,500 10,022,075 367,425

	 支払利息支出 10,389,500 10,022,075 367,425

その他の支出 1,200,000 1,200,000

	 利用者等外給食費支出 1,200,000 1,200,000

	 雑支出

流動資産評価損等による資金減少額 180,000 171,378 8,622

	 有価証券売却損

	 資産評価損

	 	 有価証券評価損

	 	 資産評価損

	 為替差損

	 徴収不能額 180,000 171,378 8,622

	 	 	 	 事業活動支出計(2) 904,909,763 907,661,818 -2,752,055

	 	 	 	 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 92,234,998 87,060,312 5,174,686

施設整備等補助金収入 27,320,833 27,320,833

	 施設整備等補助金収入 19,333,333 19,333,333

	 設備資金借入金元金償還補助金収入 7,987,500 7,987,500

施設整備等寄附金収入
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	 施設整備等寄附金収入

	 設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入 108,000,000 108,000,000

	 設備資金借入金収入 108,000,000 108,000,000

固定資産売却収入

	 車輌運搬具売却収入

	 器具及び備品売却収入

	 その他の売却収入

その他の施設整備等による収入

	 その他の収入

	 	 	 	 施設整備等収入計(4) 135,320,833 135,320,833

設備資金借入金元金償還支出 58,795,216 58,795,216

	 設備資金借入金元金償還支出 58,795,216 58,795,216

固定資産取得支出 102,427,017 102,427,017

	 土地取得支出

	 建物取得支出 90,827,123 90,827,123

	 車輌運搬具取得支出 483,466 483,466

	 器具及び備品取得支出 421,200 421,200

	 その他の取得支出 10,695,228 10,695,228

固定資産除却・廃棄支出

	 固定資産除却・廃棄支出

ファイナンス・リース債務の返済支出 21,187,333 21,649,393 -462,060

	 ファイナンス・リース債務の返済支出 21,187,333 21,649,393 -462,060

その他の施設整備等による支出

	 その他の支出

	 	 	 	 施設整備等支出計(5) 182,409,566 182,871,626 -462,060

	 	 	 	 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -47,088,733 -47,550,793 462,060

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

	 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入

	 長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入

	 長期貸付金回収収入

投資有価証券売却収入

	 投資有価証券売却収入

積立資産取崩収入 158,800 317,600 -158,800

	 退職給付引当資産取崩収入 158,800 317,600 -158,800

	 長期預り金積立資産取崩収入

	 その他の積立資産取崩収入

事業区分間長期借入金収入

	 事業区分間長期借入金収入

拠点区分間長期借入金収入

	 拠点区分間長期借入金収入

サービス区分間長期借入金収入

	 サービス区分間長期借入金収入

事業区分間長期貸付金回収収入

	 事業区分間長期貸付金回収収入

拠点区分間長期貸付金回収収入

	 拠点区分間長期貸付金回収収入

サービス区分間長期貸付金回収収入

	 サービス区分間長期貸付金回収収入

事業区分間繰入金収入

	 事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入
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	 拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

	 サービス区分間繰入金収入

その他の活動による収入 400,000 400,000

	 その他の収入 400,000 400,000

	 	 	 	 その他の活動による収入計(7) 558,800 317,600 241,200

長期運営資金借入金元金償還支出

	 長期運営資金借入金元金償還支出

長期貸付金支出

	 長期貸付金支出

投資有価証券取得支出

	 投資有価証券取得支出

積立資産支出 1,050,000 207,000 843,000

	 退職給付引当資産支出 1,050,000 207,000 843,000

	 長期預り金積立資産支出

	 その他の積立資産支出

事業区分間長期貸付金支出

	 事業区分間長期貸付金支出

拠点区分間長期貸付金支出

	 拠点区分間長期貸付金支出

サービス区分間長期貸付金支出

	 サービス区分間長期貸付金支出

事業区分間長期借入金返済支出

	 事業区分間長期借入金返済支出

拠点区分間長期借入金返済支出

	 拠点区分間長期借入金返済支出

サービス区分間長期借入金返済支出

	 サービス区分間長期借入金返済支出

事業区分間繰入金支出

	 事業区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

	 拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

	 サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

	 その他の支出

	 	 	 	 その他の活動支出計(8) 1,050,000 207,000 843,000

	 	 	 	 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -491,200 110,600 -601,800

	 	 	 	 予備費支出(10)

	 	 	 	 	 ―

	 	 	 	 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 44,655,065 39,620,119 5,034,946

	 	 	 	 前期末支払資金残高(12) 764,451,217 764,451,217

	 	 	 	 当期末支払資金残高(11)+(12) 809,106,282 804,071,336 5,034,946

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出


