
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ） （単位：円）

老人福祉事業収益 113,426,974 110,656,758 2,770,216
  運営事業収益 113,426,974 110,656,758 2,770,216
    管理費収益

    その他の利用料収益 43,527,518 43,594,374 △66,856
    補助金事業収益（公費） 69,899,456 67,062,384 2,837,072
    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 1,536,129 2,004,786 △468,657
  その他の事業収益 1,536,129 2,004,786 △468,657
    補助金事業収益（公費）

    補助金事業収益（一般） 565,000 465,000 100,000
    受託事業収益（公費）

    受託事業収益（一般）

    その他の事業収益 971,129 1,539,786 △568,657
経常経費寄附金収益 50,000 200,000 △150,000
その他の収益 34,744 28,726 6,018
  その他の収益 34,744 28,726 6,018
    その他の収益 34,744 28,726 6,018

サービス活動収益計(1) 115,047,847 112,890,270 2,157,577
費 人件費 61,396,290 65,884,954 △4,488,664
用   役員報酬

  職員給料 40,070,988 42,639,981 △2,568,993
  職員賞与 8,441,719 9,278,466 △836,747
  賞与引当金繰入 3,924,000 4,414,000 △490,000
  非常勤職員給与 540,000 472,000 68,000
  派遣職員費

  退職給付費用 1,586,736 1,630,841 △44,105
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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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ） （単位：円）

    退職給付費用 1,586,736 1,630,841 △44,105
  法定福利費 6,832,847 7,449,666 △616,819
事業費 30,682,318 32,524,419 △1,842,101
  給食費 14,447,540 14,907,524 △459,984
  介護用品費

  医薬品費

  診療・療養等材料費

  保健衛生費 1,253,062 1,201,307 51,755
  医療費

  被服費

  教養娯楽費 624,368 1,480,244 △855,876
  日用品費

  保育材料費

  本人支給金

  水道光熱費 4,737,281 5,050,599 △313,318
  燃料費 2,053,290 2,229,475 △176,185
  消耗器具備品費 3,000,808 2,192,173 808,635
  保険料 763,714 822,264 △58,550
  賃借料

  教育指導費

  就職支度費

  葬祭費

  車輌費 247,918 483,803 △235,885
    車輌費 247,918 483,803 △235,885
  棚卸資産評価損

  雑費 27,310 105,831 △78,521
  その他の事業費 3,527,027 4,051,199 △524,172
事務費 27,463,301 29,296,414 △1,833,113
  福利厚生費 174,327 254,158 △79,831
  職員被服費 70,950 68,987 1,963
  旅費交通費 44,400 △44,400
  研修研究費 12,700 190,500 △177,800
  事務消耗品費 832,952 644,088 188,864
  印刷製本費 62,594 54,590 8,004
  水道光熱費 481,712 506,363 △24,651
  燃料費 228,141 247,719 △19,578
  修繕費 77,011 188,457 △111,446
  通信運搬費 819,020 809,616 9,404
  会議費 23,193 248,948 △225,755
  広報費 142,560 196,560 △54,000
  業務委託費 22,177,464 22,495,013 △317,549
  手数料 291,673 198,469 93,204
  保険料 108,490 108,380 110
  賃借料 212,760 212,760
  土地・建物賃借料

  租税公課 515,834 1,295,715 △779,881
  保守料 344,443 422,773 △78,330
  渉外費 493,851 578,973 △85,122
  諸会費 216,675 231,250 △14,575
  車輌費 22,610 73,908 △51,298
    車輌費 22,610 73,908 △51,298
  雑費 154,341 224,787 △70,446
  その他の事務費

利用者負担軽減額

減価償却費 9,586,142 10,952,224 △1,366,082
国庫補助金等特別積立金取崩額 △5,393,659 △6,408,296 1,014,637
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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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 34,744 28,726 6,018
  その他の費用 34,744 28,726 6,018
    その他の費用 34,744 28,726 6,018

サービス活動費用計(2) 123,769,136 132,278,441 △8,509,305

△8,721,289 △19,388,171 10,666,882
サ 収 借入金利息補助金収益

｜ 益 受取利息配当金収益 1,545 2,063 △518
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 2,600,266 2,661,515 △61,249
の   受入研修費収益

部   利用者等外給食収益 1,400 △1,400
  為替差益

  雑収益 2,600,266 2,660,115 △59,849
サービス活動外収益計(4) 2,601,811 2,663,578 △61,767

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 △1,400
  利用者等外給食費 1,400 △1,400
  為替差損

  雑損失

サービス活動外費用計(5) 1,400 △1,400

2,601,811 2,662,178 △60,367

△6,119,478 △16,725,993 10,606,515
特 収 施設整備等補助金収益 770,000 154,000 616,000
別 益   施設整備等補助金収益 770,000 154,000 616,000
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 12,000,000 13,000,000 △1,000,000
  拠点区分間繰入金収益 12,000,000 13,000,000 △1,000,000
    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 1,000,000 5,000,000 △4,000,000
    寒河江やすらぎの里拠点繰入収益 10,000,000 4,000,000 6,000,000
    やすらぎの里金井拠点繰入収益 1,000,000 4,000,000 △3,000,000
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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) 12,770,000 13,154,000 △384,000
費 基本金組入額

用 資産評価損

固定資産売却損・処分損 2 △2
  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 △2
  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 770,000 154,000 616,000
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) 770,000 154,002 615,998

12,000,000 12,999,998 △999,998

5,880,522 △3,725,995 9,606,517
繰 32,575,702 36,301,697 △3,725,995
越 38,456,224 32,575,702 5,880,522
活

動

増

減

差

額

の

部

38,456,224 32,575,702 5,880,522

  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

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
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