
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 備考

サ 収 介護保険事業収益

｜ 益   施設介護料収益

ビ     介護報酬収益

ス     利用者負担金収益(公費)

活     利用者負担金収益(一般)

動   居宅介護料収益

増   （介護報酬収益）

減     介護報酬収益

の     介護予防報酬収益

部   （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)

    介護予防負担金収益(公費)

    介護予防負担金収益(一般)

  地域密着型介護料収益

  （介護報酬収益）

    介護報酬収益

    介護予防報酬収益

  （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)

    介護予防負担金収益(公費)

    介護予防負担金収益(一般)

  居宅介護支援介護料収益

    居宅介護支援介護料収益

    介護予防支援介護料収益

  介護予防・日常生活支援総合事業収益

    事業費収益

    事業負担金収益（公費）

    事業負担金収益（一般）

  利用者等利用料収益

    施設サービス利用料収益

    居宅介護サービス利用料収益

    地域密着型介護サービス利用料収益

    食費収益(公費)

    食費収益(一般)

    食費収益（特定）

    居住費収益(公費)

    居住費収益(一般)

    居住費収益（特定）

    介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

    その他の利用料収益

  その他の事業収益

    補助金事業収益（公費）

    補助金事業収益（一般）

    市町村特別事業収益（公費）

    市町村特別事業収益（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

  (保険等査定減)

蔵王やすらぎの里（軽費）拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

法人名 社会福祉法人妙光福祉会

施設名 蔵王やすらぎの里（軽費）

拠点区分 蔵王やすらぎの里（軽費）

（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ） （単位：円）
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勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 備考

蔵王やすらぎの里（軽費）拠点区分 事業活動計算書
（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ） （単位：円）

老人福祉事業収益 110,656,758 113,283,729 △2,626,971
  運営事業収益 110,656,758 113,283,729 △2,626,971
    管理費収益

    その他の利用料収益 43,594,374 45,154,731 △1,560,357
    補助金事業収益（公費） 67,062,384 68,128,998 △1,066,614
    補助金事業収益（一般）

    その他の事業収益

  その他の事業収益

    管理費収益

    その他の利用料収益

    その他の事業収益

保育事業収益

  施設型給付費収益

    施設型給付費収益

    利用者負担金収益

  特例施設型給付費収益

    特例施設型給付費収益

    利用者負担金収益

  地域型保育給付費収益

    地域型保育給付費収益

    利用者負担金収益

  特例地域型保育給付費収益

    特例地域型保育給付費収益

    利用者負担金収益

  委託費収益

  利用者等利用料収益

    利用者等利用料収益（公費）

    利用者等利用料収益（一般）

    その他の利用料収益

  私的契約利用料収益

  その他の事業収益

    補助金事業収益（公費）

    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

その他の事業収益 2,004,786 4,893,688 △2,888,902
  その他の事業収益 2,004,786 4,893,688 △2,888,902
    補助金事業収益（公費）

    補助金事業収益（一般） 465,000 570,000 △105,000
    受託事業収益（公費）

    受託事業収益（一般）

    その他の事業収益 1,539,786 4,323,688 △2,783,902
経常経費寄附金収益 200,000 50,000 150,000
その他の収益 28,726 2,034,740 △2,006,014
  その他の収益 28,726 2,034,740 △2,006,014
    その他の収益 28,726 2,034,740 △2,006,014

サービス活動収益計(1) 112,890,270 120,262,157 △7,371,887
費 人件費 65,884,954 68,612,471 △2,727,517
用   役員報酬

  職員給料 42,639,981 40,185,526 2,454,455
  職員賞与 9,278,466 7,003,048 2,275,418
  賞与引当金繰入 4,414,000 3,602,000 812,000
  非常勤職員給与 472,000 6,123,037 △5,651,037
  派遣職員費

  退職給付費用 1,630,841 3,475,623 △1,844,782
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勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 備考

蔵王やすらぎの里（軽費）拠点区分 事業活動計算書
（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ） （単位：円）

    退職給付費用 1,630,841 3,475,623 △1,844,782
  法定福利費 7,449,666 8,223,237 △773,571
事業費 32,524,419 33,268,956 △744,537
  給食費 14,907,524 16,042,878 △1,135,354
  介護用品費

  医薬品費

  診療・療養等材料費

  保健衛生費 1,201,307 1,257,225 △55,918
  医療費

  被服費

  教養娯楽費 1,480,244 2,246,058 △765,814
  日用品費

  保育材料費

  本人支給金

  水道光熱費 5,050,599 5,200,627 △150,028
  燃料費 2,229,475 2,306,397 △76,922
  消耗器具備品費 2,192,173 1,899,196 292,977
  保険料 822,264 788,934 33,330
  賃借料 246,750 △246,750
  教育指導費

  就職支度費

  葬祭費

  車輌費 483,803 487,220 △3,417
    車輌費 483,803 487,220 △3,417
  棚卸資産評価損

  雑費 105,831 69,640 36,191
  その他の事業費 4,051,199 2,724,031 1,327,168
事務費 29,296,414 34,681,052 △5,384,638
  福利厚生費 254,158 383,462 △129,304
  職員被服費 68,987 117,017 △48,030
  旅費交通費 44,400 31,540 12,860
  研修研究費 190,500 159,543 30,957
  事務消耗品費 644,088 1,231,429 △587,341
  印刷製本費 54,590 70,657 △16,067
  水道光熱費 506,363 520,573 △14,210
  燃料費 247,719 256,265 △8,546
  修繕費 188,457 9,668,833 △9,480,376
  通信運搬費 809,616 721,044 88,572
  会議費 248,948 272,780 △23,832
  広報費 196,560 154,830 41,730
  業務委託費 22,495,013 17,681,966 4,813,047
  手数料 198,469 255,832 △57,363
  保険料 108,380 109,010 △630
  賃借料 212,760 212,760
  土地・建物賃借料

  租税公課 1,295,715 1,227,285 68,430
  保守料 422,773 338,779 83,994
  渉外費 578,973 572,720 6,253
  諸会費 231,250 233,650 △2,400
  車輌費 73,908 238,667 △164,759
    車輌費 73,908 238,667 △164,759
  雑費 224,787 222,410 2,377
  その他の事務費

利用者負担軽減額

減価償却費 10,952,224 10,918,458 33,766
国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,408,296 △6,408,315 19
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勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 備考

蔵王やすらぎの里（軽費）拠点区分 事業活動計算書
（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ） （単位：円）

徴収不能額

徴収不能引当金繰入

その他の費用 28,726 354,600 △325,874
  その他の費用 28,726 354,600 △325,874
    その他の費用 28,726 354,600 △325,874

サービス活動費用計(2) 132,278,441 141,427,222 △9,148,781

△19,388,171 △21,165,065 1,776,894
サ 収 借入金利息補助金収益

｜ 益 受取利息配当金収益 2,063 2,123 △60
ビ 有価証券評価益

ス 有価証券売却益

活 基本財産評価益

動 投資有価証券評価益

外 投資有価証券売却益

増 積立資産評価益

減 その他のサービス活動外収益 2,661,515 2,678,704 △17,189
の   受入研修費収益

部   利用者等外給食収益 1,400 2,400 △1,000
  為替差益

  雑収益 2,660,115 2,676,304 △16,189
サービス活動外収益計(4) 2,663,578 2,680,827 △17,249

費 支払利息

用 有価証券評価損

有価証券売却損

基本財産評価損

投資有価証券評価損

投資有価証券売却損

積立資産評価損

その他のサービス活動外費用 1,400 2,400 △1,000
  利用者等外給食費 1,400 2,400 △1,000
  為替差損

  雑損失

サービス活動外費用計(5) 1,400 2,400 △1,000

2,662,178 2,678,427 △16,249

△16,725,993 △18,486,638 1,760,645
特 収 施設整備等補助金収益 154,000 154,000
別 益   施設整備等補助金収益 154,000 154,000
増   設備資金借入金元金償還補助金収益

減 施設整備等寄附金収益

の   施設整備等寄附金収益

部   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

固定資産受贈額

  固定資産受贈額

固定資産売却益

  車輌運搬具売却益

  器具及び備品売却益

  その他の固定資産売却益

拠点区分間繰入金収益 13,000,000 13,000,000
  拠点区分間繰入金収益 13,000,000 13,000,000
    蔵王やすらぎの里（軽費）拠点繰入収益

    蔵王やすらぎの里（特養）拠点繰入収益 5,000,000 4,000,000 1,000,000
    寒河江やすらぎの里拠点繰入収益 4,000,000 4,000,000
    やすらぎの里金井拠点繰入収益 4,000,000 5,000,000 △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

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
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勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 備考

蔵王やすらぎの里（軽費）拠点区分 事業活動計算書
（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ） （単位：円）

    蔵王やすらぎの里（軽費）拠点間資産移管収益

    蔵王やすらぎの里（特養）拠点間資産移管収益

    寒河江やすらぎの里拠点間資産移管収益

    やすらぎの里金井拠点間資産移管収益

その他の特別収益

  徴収不能引当金戻入益

  会計基準移行に伴う過年度修正額

特別収益計(8) 13,154,000 13,000,000 154,000
費 基本金組入額

用 資産評価損

固定資産売却損・処分損 2 3 △1
  建物売却損・処分損

  車輌運搬具売却損・処分損

  器具及び備品売却損・処分損 2 3 △1
  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(除却等)

国庫補助金等特別積立金積立額 154,000 154,000
災害損失

拠点区分間繰入金費用

  拠点区分間繰入金費用

    蔵王やすらぎの里（軽費）拠点繰入費用

    蔵王やすらぎの里（特養）拠点繰入費用

    寒河江やすらぎの里拠点繰入費用

    やすらぎの里金井拠点繰入費用

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

    蔵王やすらぎの里（軽費）拠点間資産移管費用

    蔵王やすらぎの里（特養）拠点間資産移管費用

    寒河江やすらぎの里拠点間資産移管費用

    やすらぎの里金井拠点間資産移管費用

その他の特別損失

  その他の特別損失

  会計基準移行に伴う過年度修正額

特別費用計(9) 154,002 3 153,999

12,999,998 12,999,997 1

△3,725,995 △5,486,641 1,760,646
繰 36,301,697 29,088,338 7,213,359
越 32,575,702 23,601,697 8,974,005
活

動 12,700,000 △12,700,000
増 10,700,000 △10,700,000
減 2,000,000 △2,000,000
差

額

の

部

32,575,702 36,301,697 △3,725,995次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

  その他の積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)

  人件費積立金積立額

  施設整備等積立金積立額

  建設積立金積立額

  その他の積立金積立額

  建設積立金取崩額

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

  人件費積立金取崩額

  施設整備等積立金取崩額
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