
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 388,314,961 404,096,837 △15,781,876
｜ 益   施設介護料収益 166,236,967 169,016,630 △2,779,663
ビ     介護報酬収益 149,259,265 151,676,537 △2,417,272
ス     利用者負担金収益(公費) 518,609 540,389 △21,780
活     利用者負担金収益(一般) 16,459,093 16,799,704 △340,611
動   居宅介護料収益 92,724,946 100,526,013 △7,801,067
増   （介護報酬収益） 82,271,588 89,565,812 △7,294,224
減     介護報酬収益 81,355,964 88,205,075 △6,849,111
の     介護予防報酬収益 915,624 1,360,737 △445,113
部   （利用者負担金収益） 10,453,358 10,960,201 △506,843

    介護負担金収益(公費) 299,185 △299,185
    介護負担金収益(一般) 10,351,622 10,501,692 △150,070
    介護予防負担金収益(公費)

    介護予防負担金収益(一般) 101,736 159,324 △57,588
  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 31,248,790 32,766,840 △1,518,050
    居宅介護支援介護料収益 22,036,080 22,849,190 △813,110
    介護予防支援介護料収益 9,212,710 9,917,650 △704,940
  介護予防・日常生活支援総合事業収益 15,029,090 16,640,290 △1,611,200
    事業費収益 13,524,021 15,014,471 △1,490,450
    事業負担金収益（公費） 37,772 47,445 △9,673
    事業負担金収益（一般） 1,467,297 1,578,374 △111,077
  利用者等利用料収益 60,981,749 62,812,330 △1,830,581
    施設サービス利用料収益

    居宅介護サービス利用料収益 31,650 38,250 △6,600
    地域密着型介護サービス利用料収益

    食費収益(公費) 187,800 219,000 △31,200
    食費収益(一般) 23,269,200 23,932,630 △663,430
    食費収益（特定） 13,979,526 14,885,100 △905,574
    居住費収益(公費)

    居住費収益(一般) 13,991,592 13,530,990 460,602
    居住費収益（特定） 8,036,771 8,906,350 △869,579
    介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 12,600 4,800 7,800
    その他の利用料収益 1,472,610 1,295,210 177,400
  その他の事業収益 22,093,419 22,334,734 △241,315
    補助金事業収益（公費） 44,224 22,346 21,878
    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） 21,342,875 21,470,408 △127,533
    受託事業収益（一般） 706,320 841,980 △135,660
    その他の事業収益

  (保険等査定減)
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老人福祉事業収益

  運営事業収益

    管理費収益

    その他の利用料収益

    補助金事業収益（公費）

    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 100,000 △100,000
  その他の事業収益 100,000 △100,000
    補助金事業収益（公費）

    補助金事業収益（一般） 100,000 △100,000
    受託事業収益（公費）

    受託事業収益（一般）

    その他の事業収益

経常経費寄附金収益

その他の収益 1,121,788 36,000 1,085,788
  その他の収益 1,121,788 36,000 1,085,788
    その他の収益 1,121,788 36,000 1,085,788

サービス活動収益計(1) 389,436,749 404,232,837 △14,796,088
費 人件費 235,653,698 246,620,496 △10,966,798
用   役員報酬

  職員給料 139,631,332 144,526,839 △4,895,507
  職員賞与 19,741,537 20,657,724 △916,187
  賞与引当金繰入 16,608,000 17,754,000 △1,146,000
  非常勤職員給与 22,798,725 25,873,730 △3,075,005
  派遣職員費

  退職給付費用 9,996,885 9,789,912 206,973
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    退職給付費用 9,996,885 9,789,912 206,973
  法定福利費 26,877,219 28,018,291 △1,141,072
事業費 68,012,650 70,286,574 △2,273,924
  給食費 24,686,276 25,405,458 △719,182
  介護用品費 4,334,277 4,218,441 115,836
  医薬品費 197,369 242,896 △45,527
  診療・療養等材料費

  保健衛生費 1,577,986 1,125,080 452,906
  医療費 3,330 5,030 △1,700
  被服費 136,143 33,956 102,187
  教養娯楽費 1,075,232 1,494,279 △419,047
  日用品費 2,065,168 2,306,181 △241,013
  保育材料費

  本人支給金

  水道光熱費 16,581,555 17,226,773 △645,218
  燃料費 7,668,755 7,924,881 △256,126
  消耗器具備品費 3,158,160 3,250,595 △92,435
  保険料 2,033,460 2,112,420 △78,960
  賃借料 1,644,237 2,244,245 △600,008
  教育指導費

  就職支度費

  葬祭費

  車輌費 2,818,880 2,625,338 193,542
    車輌費 2,818,880 2,625,338 193,542
  棚卸資産評価損

  雑費 31,822 71,001 △39,179
  その他の事業費

事務費 51,000,539 55,327,879 △4,327,340
  福利厚生費 1,160,051 766,624 393,427
  職員被服費 723,909 537,540 186,369
  旅費交通費 36,650 7,820 28,830
  研修研究費 350,472 436,745 △86,273
  事務消耗品費 2,251,266 2,372,070 △120,804
  印刷製本費 418,526 396,038 22,488
  水道光熱費 503,250 537,754 △34,504
  燃料費 171,748 171,546 202
  修繕費 2,708,784 9,207,288 △6,498,504
  通信運搬費 1,786,122 1,842,847 △56,725
  会議費 35,234 89,632 △54,398
  広報費 117,975 175,852 △57,877
  業務委託費 33,858,875 31,603,146 2,255,729
  手数料 343,863 388,832 △44,969
  保険料 404,604 456,074 △51,470
  賃借料 175,212 316,434 △141,222
  土地・建物賃借料 480,000 480,000
  租税公課 185,500 265,100 △79,600
  保守料 3,510,037 3,491,405 18,632
  渉外費 426,925 378,260 48,665
  諸会費 508,150 522,550 △14,400
  車輌費 609,317 711,346 △102,029
    車輌費 609,317 711,346 △102,029
  雑費 234,069 172,976 61,093
  その他の事務費

利用者負担軽減額 461,131 425,638 35,493
減価償却費 27,067,648 27,198,195 △130,547
国庫補助金等特別積立金取崩額 △14,270,707 △14,708,704 437,997
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徴収不能額

徴収不能引当金繰入

その他の費用 569,280 36,000 533,280
  その他の費用 569,280 36,000 533,280
    その他の費用 569,280 36,000 533,280

サービス活動費用計(2) 368,494,239 385,186,078 △16,691,839

20,942,510 19,046,759 1,895,751
サ 収 借入金利息補助金収益

｜ 益 受取利息配当金収益 3,419 3,107 312
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 627,448 821,120 △193,672
の   受入研修費収益 310,680 401,240 △90,560
部   利用者等外給食収益 720 △720

  為替差益

  雑収益 316,768 419,160 △102,392
サービス活動外収益計(4) 630,867 824,227 △193,360

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 720 △720
  利用者等外給食費 720 △720
  為替差損

  雑損失

サービス活動外費用計(5) 720 △720

630,867 823,507 △192,640

21,573,377 19,870,266 1,703,111
特 収 施設整備等補助金収益

別 益   施設整備等補助金収益

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

  拠点区分間繰入金収益

    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

    寒河江やすらぎの里拠点繰入収益

    やすらぎの里金井拠点繰入収益

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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    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)

費 基本金組入額

用 資産評価損

固定資産売却損・処分損 2 8 △6
  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 1 8 △7
  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

災害損失

拠点区分間繰入金費用 5,000,000 4,000,000 1,000,000
  拠点区分間繰入金費用 5,000,000 4,000,000 1,000,000
    蔵王やすらぎの里（軽費）拠点繰入費用 5,000,000 4,000,000 1,000,000
    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) 5,000,002 4,000,008 999,994

△5,000,002 △4,000,008 △999,994

16,573,375 15,870,258 703,117
繰 445,583,758 429,713,500 15,870,258
越 462,157,133 445,583,758 16,573,375
活

動

増

減

差

額

の

部

462,157,133 445,583,758 16,573,375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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