
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 384,835,315 388,314,961 △3,479,646
｜ 益   施設介護料収益 166,593,848 166,236,967 356,881
ビ     介護報酬収益 149,577,376 149,259,265 318,111
ス     利用者負担金収益(公費) 339,919 518,609 △178,690
活     利用者負担金収益(一般) 16,676,553 16,459,093 217,460
動   居宅介護料収益 90,052,812 92,724,946 △2,672,134
増   （介護報酬収益） 79,708,233 82,271,588 △2,563,355
減     介護報酬収益 79,115,214 81,355,964 △2,240,750
の     介護予防報酬収益 593,019 915,624 △322,605
部   （利用者負担金収益） 10,344,579 10,453,358 △108,779

    介護負担金収益(公費)

    介護負担金収益(一般) 10,278,688 10,351,622 △72,934
    介護予防負担金収益(公費)

    介護予防負担金収益(一般) 65,891 101,736 △35,845
  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 31,413,730 31,248,790 164,940
    居宅介護支援介護料収益 22,102,350 22,036,080 66,270
    介護予防支援介護料収益 9,311,380 9,212,710 98,670
  介護予防・日常生活支援総合事業収益 13,477,323 15,029,090 △1,551,767
    事業費収益 12,146,593 13,524,021 △1,377,428
    事業負担金収益（公費） 19,785 37,772 △17,987
    事業負担金収益（一般） 1,310,945 1,467,297 △156,352
  利用者等利用料収益 59,089,223 60,981,749 △1,892,526
    施設サービス利用料収益

    居宅介護サービス利用料収益 47,400 31,650 15,750
    地域密着型介護サービス利用料収益

    食費収益(公費) 109,500 187,800 △78,300
    食費収益(一般) 20,918,756 23,269,200 △2,350,444
    食費収益（特定） 15,331,518 13,979,526 1,351,992
    居住費収益(公費)

    居住費収益(一般) 12,716,323 13,991,592 △1,275,269
    居住費収益（特定） 8,795,016 8,036,771 758,245
    介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 41,250 12,600 28,650
    その他の利用料収益 1,129,460 1,472,610 △343,150
  その他の事業収益 24,208,379 22,093,419 2,114,960
    補助金事業収益（公費） 2,283,554 44,224 2,239,330
    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） 21,163,373 21,342,875 △179,502
    受託事業収益（一般） 761,452 706,320 55,132
    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

  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

経常経費寄附金収益 160,250 160,250
その他の収益 1,639,978 1,121,788 518,190
  その他の収益 1,639,978 1,121,788 518,190
    その他の収益 1,639,978 1,121,788 518,190

サービス活動収益計(1) 386,635,543 389,436,749 △2,801,206
費 人件費 232,262,476 235,653,698 △3,391,222
用   役員報酬

  職員給料 134,274,814 139,631,332 △5,356,518
  職員賞与 22,628,818 19,741,537 2,887,281
  賞与引当金繰入 16,040,000 16,608,000 △568,000
  非常勤職員給与 21,896,273 22,798,725 △902,452
  派遣職員費

  退職給付費用 10,580,584 9,996,885 583,699
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    退職給付費用 10,580,584 9,996,885 583,699
  法定福利費 26,841,987 26,877,219 △35,232
事業費 65,638,727 68,012,650 △2,373,923
  給食費 23,541,675 24,686,276 △1,144,601
  介護用品費 3,957,870 4,334,277 △376,407
  医薬品費 195,326 197,369 △2,043
  診療・療養等材料費

  保健衛生費 2,956,015 1,577,986 1,378,029
  医療費 300 3,330 △3,030
  被服費 20,172 136,143 △115,971
  教養娯楽費 763,214 1,075,232 △312,018
  日用品費 1,870,942 2,065,168 △194,226
  保育材料費

  本人支給金

  水道光熱費 15,746,085 16,581,555 △835,470
  燃料費 7,071,571 7,668,755 △597,184
  消耗器具備品費 2,619,649 3,158,160 △538,511
  保険料 1,970,750 2,033,460 △62,710
  賃借料 2,694,003 1,644,237 1,049,766
  教育指導費

  就職支度費

  葬祭費

  車輌費 2,204,283 2,818,880 △614,597
    車輌費 2,204,283 2,818,880 △614,597
  棚卸資産評価損

  雑費 26,872 31,822 △4,950
  その他の事業費

事務費 53,768,235 51,000,539 2,767,696
  福利厚生費 1,101,714 1,160,051 △58,337
  職員被服費 578,468 723,909 △145,441
  旅費交通費 1,420 36,650 △35,230
  研修研究費 125,878 350,472 △224,594
  事務消耗品費 2,667,072 2,251,266 415,806
  印刷製本費 297,014 418,526 △121,512
  水道光熱費 507,406 503,250 4,156
  燃料費 209,453 171,748 37,705
  修繕費 3,742,466 2,708,784 1,033,682
  通信運搬費 1,756,595 1,786,122 △29,527
  会議費 81,209 35,234 45,975
  広報費 110,880 117,975 △7,095
  業務委託費 35,632,335 33,858,875 1,773,460
  手数料 573,975 343,863 230,112
  保険料 405,224 404,604 620
  賃借料 176,824 175,212 1,612
  土地・建物賃借料 480,000 480,000
  租税公課 248,484 185,500 62,984
  保守料 3,374,400 3,510,037 △135,637
  渉外費 371,062 426,925 △55,863
  諸会費 484,950 508,150 △23,200
  車輌費 684,199 609,317 74,882
    車輌費 684,199 609,317 74,882
  雑費 157,207 234,069 △76,862
  その他の事務費

利用者負担軽減額 694,643 461,131 233,512
減価償却費 26,807,859 27,067,648 △259,789
国庫補助金等特別積立金取崩額 △14,317,854 △14,270,707 △47,147
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徴収不能額

徴収不能引当金繰入

その他の費用 38,960 569,280 △530,320
  その他の費用 38,960 569,280 △530,320
    その他の費用 38,960 569,280 △530,320

サービス活動費用計(2) 364,893,046 368,494,239 △3,601,193

21,742,497 20,942,510 799,987
サ 収 借入金利息補助金収益

｜ 益 受取利息配当金収益 3,617 3,419 198
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 340,620 627,448 △286,828
の   受入研修費収益 250,080 310,680 △60,600
部   利用者等外給食収益 740 740

  為替差益

  雑収益 89,800 316,768 △226,968
サービス活動外収益計(4) 344,237 630,867 △286,630

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

  利用者等外給食費

  為替差損

  雑損失

サービス活動外費用計(5)

344,237 630,867 △286,630

22,086,734 21,573,377 513,357
特 収 施設整備等補助金収益 2,018,000 2,018,000
別 益   施設整備等補助金収益 2,018,000 2,018,000
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

  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) 2,018,000 2,018,000
費 基本金組入額

用 資産評価損

固定資産売却損・処分損 19 2 17
  建物売却損・処分損

  車輌運搬具売却損・処分損 3 1 2
  器具及び備品売却損・処分損 16 1 15
  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 2,018,000 2,018,000
災害損失

拠点区分間繰入金費用 1,000,000 5,000,000 △4,000,000
  拠点区分間繰入金費用 1,000,000 5,000,000 △4,000,000
    蔵王やすらぎの里（軽費）拠点繰入費用 1,000,000 5,000,000 △4,000,000
    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) 3,018,019 5,000,002 △1,981,983

△1,000,019 △5,000,002 3,999,983

21,086,715 16,573,375 4,513,340
繰 462,157,133 445,583,758 16,573,375
越 483,243,848 462,157,133 21,086,715
活

動

増

減

差

額

の

部

483,243,848 462,157,133 21,086,715

  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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