
第二号第四様式

（単位：円）

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

保育事業収益 136,872,704 △4,862,402132,010,302

  委託費収益 124,187,850 △8,707,360115,480,490

  利用者等利用料収益 7,287,709 1,020,6988,308,407

    利用者等利用料収益（公費） 667,847 △140,599527,248

    利用者等利用料収益（一般） 6,619,862 1,161,2977,781,159

  その他の事業収益 5,397,145 2,824,2608,221,405

    補助金事業収益 5,397,145 2,824,2608,221,405

サービス活動収益計 (1) 136,872,704 △4,862,402132,010,302

人件費 93,317,575 7,500,984100,818,559

  職員給料 35,562,254 1,968,07337,530,327

  職員賞与 12,150,154 2,263,74314,413,897

  非常勤職員給与 31,915,137 4,472,59636,387,733

  派遣職員費 1,831,260 △1,831,2600

  退職給付費用 1,521,318 138,9501,660,268

  法定福利費 10,337,452 488,88210,826,334

事業費 17,354,686 △2,083,42815,271,258

  給食費 5,733,887 △534,6775,199,210

  保健衛生費 258,064 △24,115233,949

  保育材料費 4,689,590 △342,1344,347,456

  水道光熱費 2,496,377 △572,2341,924,143

  燃料費 1,147,407 △119,5751,027,832

  消耗器具備品費 998,674 △180,650818,024

  保険料 516,170 △147,275368,895

  賃借料 1,283,126 △96,2911,186,835

  車輌費 195,358 △45,119150,239

  雑費 36,033 △21,35814,675

事務費 14,545,053 △1,057,14213,487,911

  福利厚生費 268,777 280,914549,691

  職員被服費 166,548 68,176234,724

  旅費交通費 6,890 △3506,540

  研修研究費 1,380 29,51030,890

  事務消耗品費 1,078,477 △557,378521,099

  印刷製本費 11,340 △11,3400

  修繕費 2,412,235 △1,602,209810,026

  通信運搬費 540,462 △95,379445,083

  広報費 36,600 59,00095,600

  業務委託費 5,806,601 770,1526,576,753

    清掃委託費 209,552 △53,902155,650

    その他の委託費 5,597,049 824,0546,421,103

  手数料 248,316 4,895253,211

  土地・建物賃借料 2,757,000 3,0002,760,000

  保守料 131,868 50,028181,896

  雑費 1,078,559 △56,1611,022,398

    雑費 1,078,559 △56,1611,022,398

減価償却費 3,919,388 184,3394,103,727

国庫補助金等特別積立金取崩額 △1,006,125 △89,466△1,095,591

徴収不能引当金繰入 0 648,829648,829

サービス活動費用計 (2) 128,130,577 5,104,116133,234,693

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 8,742,127 △9,966,518△1,224,391

受取利息配当金収益 2,988 283,016

その他のサービス活動外収益 1,496,330 263,0501,759,380

  利用者等外給食収益 1,495,900 263,4801,759,380

  雑収益 430 △4300
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第二号第四様式

（単位：円）

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

    雑収益 430 △4300

サービス活動外収益計 (4) 1,499,318 263,0781,762,396

その他のサービス活動外費用 1,179,688 140,6051,320,293

  利用者等外給食費 1,179,688 140,6051,320,293

サービス活動外費用計 (5) 1,179,688 140,6051,320,293

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 319,630 122,473442,103

経常増減差額 (7)=(3)+(6) 9,061,757 △9,844,045△782,288

施設整備等補助金収益 900,000 5,224,0006,124,000

  施設整備等補助金収益 900,000 5,224,0006,124,000

特別収益計 (8) 900,000 5,224,0006,124,000

国庫補助金等特別積立金積立額 900,000 5,224,0006,124,000

特別費用計 (9) 900,000 5,224,0006,124,000

特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 00

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 9,061,757 △9,844,045△782,288

前期繰越活動増減差額 (12) 45,770,429 3,061,75748,832,186

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 54,832,186 △6,782,28848,049,898

基本金取崩額 (14) 0 00

その他の積立金取崩額 (15) 0 4,000,0004,000,000

修繕積立金取崩額 0 4,000,0004,000,000

その他の積立金積立額 (16) 6,000,000 △6,000,0000

人件費積立金積立額 1,000,000 △1,000,0000

修繕積立金積立額 5,000,000 △5,000,0000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 48,832,186 3,217,71252,049,898
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