
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 214,698,996 222,501,167 △7,802,171
｜ 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 150,712,630 156,031,110 △5,318,480
  （介護報酬収益） 134,870,867 139,388,802 △4,517,935
    介護報酬収益 132,530,075 137,152,278 △4,622,203
    介護予防報酬収益 2,340,792 2,236,524 104,268
  （利用者負担金収益） 15,841,763 16,642,308 △800,545
    介護負担金収益(公費) 87,835 △87,835
    介護負担金収益(一般) 15,523,475 16,248,197 △724,722
    介護予防負担金収益(公費)

    介護予防負担金収益(一般) 318,288 306,276 12,012
  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 4,928,250 6,315,920 △1,387,670
    事業費収益 4,353,849 5,571,805 △1,217,956
    事業負担金収益（公費）

    事業負担金収益（一般） 574,401 744,115 △169,714
  利用者等利用料収益 54,340,238 54,202,528 137,710
    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) 10,814,276 11,115,060 △300,784
    食費収益（特定） 6,979,532 6,908,772 70,760
    居住費収益(公費)

    居住費収益(一般) 21,680,412 22,139,372 △458,960
    居住費収益（特定） 7,263,202 7,118,772 144,430
    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 7,602,816 6,920,552 682,264
  その他の事業収益 4,717,878 5,951,609 △1,233,731
    補助金事業収益（公費） 1,711,000 34,187 1,676,813
    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） 2,715,428 5,385,372 △2,669,944
    受託事業収益（一般） 291,450 532,050 △240,600
    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

その他の収益 511,324 613,962 △102,638
  その他の収益 511,324 613,962 △102,638
    その他の収益 511,324 613,962 △102,638

サービス活動収益計(1) 215,210,320 223,115,129 △7,904,809
費 人件費 140,736,984 124,412,643 16,324,341
用   役員報酬

  職員給料 78,027,904 73,271,835 4,756,069
  職員賞与 15,960,438 10,700,736 5,259,702
  賞与引当金繰入 8,253,000 6,223,000 2,030,000
  非常勤職員給与 10,922,049 11,154,796 △232,747
  派遣職員費 6,540,426 3,676,041 2,864,385
  退職給付費用 5,037,035 5,101,219 △64,184
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    退職給付費用 5,037,035 5,101,219 △64,184
  法定福利費 15,996,132 14,285,016 1,711,116
事業費 38,563,426 37,333,201 1,230,225
  給食費 12,745,469 12,663,477 81,992
  介護用品費 1,872,524 1,705,914 166,610
  医薬品費 155,273 30,609 124,664
  診療・療養等材料費 9,866 6,942 2,924
  保健衛生費 2,002,756 901,703 1,101,053
  医療費 3,780 3,780
  被服費

  教養娯楽費 799,692 755,427 44,265
  日用品費 109,206 121,477 △12,271
  保育材料費

  本人支給金

  水道光熱費 13,369,614 13,615,396 △245,782
  燃料費 1,393,796 2,283,842 △890,046
  消耗器具備品費 2,194,744 1,099,877 1,094,867
  保険料 1,893,846 1,934,788 △40,942
  賃借料 1,039,345 1,004,947 34,398
  教育指導費

  就職支度費

  葬祭費

  車輌費 970,815 1,205,850 △235,035
    車輌費 970,815 1,205,850 △235,035
  棚卸資産評価損

  雑費 2,700 2,952 △252
  その他の事業費

事務費 48,061,546 51,628,768 △3,567,222
  福利厚生費 614,834 451,624 163,210
  職員被服費 298,078 300,000 △1,922
  旅費交通費 5,450 18,060 △12,610
  研修研究費 130,730 237,051 △106,321
  事務消耗品費 1,386,798 1,069,502 317,296
  印刷製本費 54,010 76,970 △22,960
  水道光熱費

  燃料費

  修繕費 26,319,900 30,500,374 △4,180,474
  通信運搬費 811,829 661,718 150,111
  会議費

  広報費 162,800 176,155 △13,355
  業務委託費 16,142,001 15,833,057 308,944
  手数料 323,622 434,211 △110,589
  保険料 350 2,100 △1,750
  賃借料

  土地・建物賃借料

  租税公課 206,970 132,970 74,000
  保守料 1,156,214 1,096,614 59,600
  渉外費 156,295 220,302 △64,007
  諸会費 155,775 145,750 10,025
  車輌費

    車輌費

  雑費 135,890 272,310 △136,420
  その他の事務費

利用者負担軽減額 111,708 389,112 △277,404
減価償却費 34,527,875 33,611,053 916,822
国庫補助金等特別積立金取崩額 △4,346,384 △4,311,990 △34,394
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徴収不能額

徴収不能引当金繰入

その他の費用 493,744 528,176 △34,432
  その他の費用 493,744 528,176 △34,432
    その他の費用 493,744 528,176 △34,432

サービス活動費用計(2) 258,148,899 243,590,963 14,557,936

△42,938,579 △20,475,834 △22,462,745
サ 収 借入金利息補助金収益

｜ 益 受取利息配当金収益 1,144 1,258 △114
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 242,993 520,385 △277,392
の   受入研修費収益 51,000 40,000 11,000
部   利用者等外給食収益 28,000 △28,000

  為替差益

  雑収益 191,993 452,385 △260,392
サービス活動外収益計(4) 244,137 521,643 △277,506

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 29,485 △29,485
  利用者等外給食費 29,485 △29,485
  為替差損

  雑損失

サービス活動外費用計(5) 29,485 △29,485

244,137 492,158 △248,021

△42,694,442 △19,983,676 △22,710,766
特 収 施設整備等補助金収益 616,000 △616,000
別 益   施設整備等補助金収益 616,000 △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

  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) 616,000 △616,000
費 基本金組入額

用 資産評価損

固定資産売却損・処分損 6 6
  建物売却損・処分損

  車輌運搬具売却損・処分損 2 2
  器具及び備品売却損・処分損 4 4
  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 616,000 △616,000
災害損失

拠点区分間繰入金費用 1,000,000 4,000,000 △3,000,000
  拠点区分間繰入金費用 1,000,000 4,000,000 △3,000,000
    蔵王やすらぎの里（軽費）拠点繰入費用 1,000,000 4,000,000 △3,000,000
    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) 1,000,006 4,616,000 △3,615,994

△1,000,006 △4,000,000 2,999,994

△43,694,448 △23,983,676 △19,710,772
繰 370,163,509 394,147,185 △23,983,676
越 326,469,061 370,163,509 △43,694,448
活

動

増

減

差

額

の

部

326,469,061 370,163,509 △43,694,448

  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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