
勘定科目 法人運営事業 新篠津村保育所運

営事業

新篠津村子育て支

援センター運営事

合　計 内部取引消去 法人合計

サ 収 会費収益 617,500 617,500 617,500

｜ 益   会費収益 617,500 617,500 617,500

ビ     正会員 407,500 407,500 407,500

ス     特別会員 100,000 100,000 100,000

活     団体会員 110,000 110,000 110,000

動 分担金収益

増   分担金収益

減 寄付金収益 870,000 870,000 870,000

の   寄付金収益

部   経常経費寄付金収益 870,000 870,000 870,000

経常経費補助金収益 33,515,718 1,762,000 35,277,718 35,277,718

  都道府県補助金収益

    都道府県補助金収益

  市区町村補助金収益 33,134,000 1,762,000 34,896,000 34,896,000

    専門員設置費補助金 31,269,000 31,269,000 31,269,000

    事業費補助金 463,000 1,762,000 2,225,000 2,225,000

    事務費補助金 1,402,000 1,402,000 1,402,000

  その他の補助金収益

    その他の補助金収益

  共同募金配分金収益 381,718 381,718 381,718

    一般募金配分金収益 381,718 381,718 381,718

    歳末たすけあい配分金収益

    災害等準備金収益

受託金収益 1,366,750 80,809,000 3,417,000 85,592,750 85,592,750

  都道府県受託金収益

    都道府県受託金収益

  市区町村受託金収益 80,809,000 3,417,000 84,226,000 84,226,000

    へき地保育所運営費受託金 80,809,000 80,809,000 80,809,000

    子育て支援センター運営費受託金 3,417,000 3,417,000 3,417,000

  福祉医療機構受託金収益

    退職共済事務費収益

    その他の福祉医療機構受託金収益

  全社協受託金収益

    全社協受託金収益

  都道府県社協受託金収益 125,950 125,950 125,950

    生活福祉資金事務費受託金 109,950 109,950 109,950

    生活福祉資金民生委員実費弁償受託金 16,000 16,000 16,000

  その他の受託金収益 1,240,800 1,240,800 1,240,800

    その他の受託金収益 1,240,800 1,240,800 1,240,800

令和 5年 1月23日

事業活動内訳表

第二号第二様式

法人名 社会福祉法人新篠津村社会福祉協議会

施設名

会計単位名 社会福祉法人新篠津村社会福祉協議会

（自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日） （単位：円）
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勘定科目 法人運営事業 新篠津村保育所運

営事業

新篠津村子育て支

援センター運営事

合　計 内部取引消去 法人合計

事業活動内訳表
（自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日） （単位：円）

貸付事業収益

  貸付金利息収益

    貸付金利息収益

    延滞利息収益

事業収益 1,546,800 1,546,800 1,546,800

  参加費収益

  利用料収益 1,546,800 1,546,800 1,546,800

  賃貸料収益

  資料・図書等頒布収益

  広告料収益

  手数料収益

  その他の事業収益

負担金収益

  負担金収益

    民生委員互助共励事業会費収益

    その他の負担金収益

介護保険事業収益

  施設介護料収益

    介護報酬収益

    利用者負担金収益(公費)

    利用者負担金収益(一般)

  居宅介護料収益

  （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)

  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

  利用者等利用料収益
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勘定科目 法人運営事業 新篠津村保育所運

営事業

新篠津村子育て支

援センター運営事

合　計 内部取引消去 法人合計

事業活動内訳表
（自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日） （単位：円）

    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)

    居住費収益(公費)

    居住費収益(一般)

    その他の利用料収益

  その他の事業収益

    補助金事業収益

    市町村特別事業収益

    受託事業収益

    その他の事業収益

  (保険等査定減)

老人福祉事業収益

  措置事業収益

    事務費収益

    事業費収益

    その他の利用料収益

    その他の事業収益

  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

    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

児童福祉事業収益

  措置費収益

    事務費収益

    事業費収益

  私的契約利用料収益

  その他の事業収益

    補助金事業収益

    受託事業収益

    その他の事業収益

保育事業収益

  保育所運営費収益

  私的契約利用料収益

  私立認定保育所利用料収益

  その他の事業収益
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勘定科目 法人運営事業 新篠津村保育所運

営事業

新篠津村子育て支

援センター運営事

合　計 内部取引消去 法人合計

事業活動内訳表
（自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日） （単位：円）

    補助金事業収益

    受託事業収益

    その他の事業収益

就労支援事業収益

  就労支援事業収益

障害福祉サービス等事業収益

  自立支援給付費収益

    介護給付費収益

    特例介護給付費収益

    訓練等給付費収益

    特例訓練等給付費収益

    地域相談支援給付費収益

    特例地域相談支援給付費収益

    計画相談支援給付費収益

    特例計画相談支援給付費収益

  障害児施設給付費収益

    障害児通所給付費収益

    特例障害児通所給付費収益

    障害児入所給付費収益

    障害児相談支援給付費収益

    特例障害児相談支援給付費収益

  利用者負担金収益

  補足給付費収益

    特定障害者特別給付費収益

    特例特定障害者特別給付費収益

    特定入所障害児食費等給付費収益

  特定費用収益

  その他の事業収益

    補助金事業収益

    受託事業収益

    その他の事業収益

  (保険等査定減)

生活保護事業収益

  措置費収益

    事務費収益

    事業費収益

  授産事業収益

    授産事業収益

  利用者負担金収益

  その他の事業収益

    補助金事業収益

    受託事業収益

    その他の事業収益

4頁



勘定科目 法人運営事業 新篠津村保育所運

営事業

新篠津村子育て支

援センター運営事

合　計 内部取引消去 法人合計

事業活動内訳表
（自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日） （単位：円）

医療事業収益

  入院診療収益

  室料差額収益

  外来診療収益

  保健予防活動収益

  受託検査・施設利用収益

  訪問看護療養費収益

  訪問看護利用料収益

    訪問看護基本利用料収益

    訪問看護その他の利用料収益

  その他の医療事業収益

    補助金事業収益

    受託事業収益

    その他の医療事業収益

  (保険等査定減)

○○収益

  ○○収益

その他の収益 3,800 3,800 3,800

  その他の収益 3,800 3,800 3,800

    退職手当積立基金預け金差益

    雑収入 3,800 3,800 3,800

サービス活動収益計(1) 36,373,768 80,809,000 6,725,800 123,908,568 123,908,568

費 人件費 29,816,172 66,655,157 5,399,459 101,870,788 101,870,788

用   役員報酬 300,000 300,000 300,000

  職員給料 16,920,770 36,844,436 2,142,800 55,908,006 55,908,006

  職員賞与 5,351,130 12,357,648 440,500 18,149,278 18,149,278

  賞与引当金繰入

  非常勤職員給与 2,309,084 6,843,569 2,303,840 11,456,493 11,456,493

  派遣職員費

  退職給付費用 922,380 2,355,000 84,000 3,361,380 3,361,380

  法定福利費 4,012,808 8,254,504 428,319 12,695,631 12,695,631

事業費 378,176 4,075,136 112,520 4,565,832 4,565,832

  給食費 45,642 474,420 520,062 520,062

  介護用品費

  医薬品費

  診療・療養等材料費

  保健衛生費 1,293,631 1,293,631 1,293,631

  医療費

  被服費

  教養娯楽費

  日用品費

  保育材料費 1,638,364 1,638,364 1,638,364

  本人支給金
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勘定科目 法人運営事業 新篠津村保育所運

営事業

新篠津村子育て支

援センター運営事

合　計 内部取引消去 法人合計

事業活動内訳表
（自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日） （単位：円）

  水道光熱費

  燃料費

  消耗器具備品費 189,151 48,560 237,711 237,711

  保険料 165,410 479,570 63,960 708,940 708,940

  賃借料

  教育指導費

  就職支度費

  葬祭費

  車輌費 167,124 167,124 167,124

  雑費

  その他の事業費

事務費 2,606,967 7,848,253 617,430 11,072,650 11,072,650

  福利厚生費 54,911 132,732 35,000 222,643 222,643

  職員被服費

  旅費交通費 159,640 9,840 169,480 169,480

  研修研究費 13,620 751,220 14,050 778,890 778,890

  事務消耗品費 536,048 719,365 146,505 1,401,918 1,401,918

  印刷製本費 40,700 40,700 40,700

  水道光熱費 2,344,159 2,344,159 2,344,159

  燃料費 1,544,976 1,544,976 1,544,976

  修繕費 452,100 986,790 1,438,890 1,438,890

  通信運搬費 126,893 425,747 60,605 613,245 613,245

  会議費 8,888 8,888 8,888

  広報費 327,250 327,250 327,250

  業務委託費 538,340 538,340 538,340

  手数料 7,107 32,948 1,430 41,485 41,485

  保険料 219,410 28,930 248,340 248,340

  賃借料 200,880 273,456 474,336 474,336

  土地・建物賃借料 350,000 350,000 350,000

  租税公課 36,000 36,000 36,000

  保守料 73,920 40,590 114,510 114,510

  渉外費 155,000 155,000 155,000

  諸会費 172,000 29,000 201,000 201,000

  雑費 22,600 22,600 22,600

  その他の事務費

就労支援事業費用

  就労支援事業販売原価

    期首製品(商品)棚卸高

    当期就労支援事業製造原価

      材料費

      労務費

      外注加工費

      経費
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勘定科目 法人運営事業 新篠津村保育所運

営事業

新篠津村子育て支

援センター運営事

合　計 内部取引消去 法人合計

事業活動内訳表
（自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日） （単位：円）

      期首仕掛品棚卸高

      期末仕掛品棚卸高

    当期就労支援事業仕入高

    期末製品(商品)棚卸高

  就労支援事業販管費

    利用者賃金

    利用者工賃

    就労支援事業指導員等給与

    就労支援事業指導員等賞与引当金繰入

    就労支援事業指導員等退職給付費用

    法定福利費

    福利厚生費

    旅費交通費

    器具什器費

    消耗品費

    印刷製本費

    水道光熱費

    燃料費

    修繕費

    通信運搬費

    受注活動費

    会議費

    損害保険料

    賃借料

    図書・教育費

    租税公課

    減価償却費

    国庫補助金等特別積立金取崩額

    徴収不能引当金繰入額

    徴収不能額

    雑費

授産事業費用

  授産事業費

    材料費

      当期材料(商品を含む)仕入高

    労務費

      利用者工賃

      授産事業指導員等給与

      授産事業指導員等賞与引当金繰入

      授産事業指導員等退職給付費用

      法定福利費

    外注加工費

    経費
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勘定科目 法人運営事業 新篠津村保育所運

営事業

新篠津村子育て支

援センター運営事

合　計 内部取引消去 法人合計

事業活動内訳表
（自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日） （単位：円）

      福利厚生費

      旅費交通費

      器具什器費

      消耗品費

      印刷製本費

      水道光熱費

      燃料費

      修繕費

      通信運搬費

      受注活動費

      会議費

      損害保険料

      賃借料

      図書・教育費

      租税公課

      減価償却費

      国庫補助金等特別積立金取崩額

      徴収不能引当金繰入額

      徴収不能額

      雑費

      その他の経費

    棚卸資産増減額

返還金費用 1,490,454 491,905 1,982,359 1,982,359

利用者負担軽減額

貸付事業支出

  貸付金支出

共同募金配分金事業費 120,000 120,000 120,000

  一般募金配分金事業費 120,000 120,000 120,000

    老人福祉活動費

    障害児・者福祉活動費

    児童・青少年福祉活動費

    母子・父子福祉活動費

    福祉育成・援助活動費 120,000 120,000 120,000

    ボランティア活動育成事業費

    災害ボランティア支援事業費

  歳末たすけあい配分金事業費

  返還金費用

分担金費用

  分担金費用

助成金費用 131,000 740,000 871,000 871,000

  助成金費用 131,000 740,000 871,000 871,000

    助成金費用 131,000 740,000 871,000 871,000

負担金費用
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勘定科目 法人運営事業 新篠津村保育所運

営事業

新篠津村子育て支

援センター運営事

合　計 内部取引消去 法人合計

事業活動内訳表
（自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日） （単位：円）

  負担金費用

    民生委員互助共励事業会費費用

    その他の負担金費用

基金組入額

  基金組入額

減価償却費 940,002 940,002 940,002

国庫補助金等特別積立金取崩額

徴収不能額

徴収不能引当金繰入

その他の費用

  その他の費用

    退職手当積立基金預け金差損

サービス活動費用計(2) 33,992,317 80,809,000 6,621,314 121,422,631 121,422,631

2,381,451 104,486 2,485,937 2,485,937

サ 収 借入金利息補助金収益

｜ 益 受取利息配当金収益 881 881 881

ビ   受取利息配当金収入 661 661 661

ス   各積立預金受取利息配当金収入 220 220 220

活     基本財産積立預金受取利息 20 20 20

動     財政調整積立預金受取利息 7 7 7

外     福祉基金積立預金受取利息 193 193 193

増 有価証券評価益

減 有価証券売却益

の 投資有価証券評価益

部 投資有価証券売却益

その他のサービス活動外収益

  受入研修費収益

  利用者等外給食収益

  為替差益

  雑収益

サービス活動外収益計(4) 881 881 881

費 支払利息

用 有価証券評価損

有価証券売却損

投資有価証券評価損

投資有価証券売却損

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)

881 881 881

2,382,332 104,486 2,486,818 2,486,818

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 法人運営事業 新篠津村保育所運

営事業

新篠津村子育て支

援センター運営事

合　計 内部取引消去 法人合計

事業活動内訳表
（自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日） （単位：円）

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

事業区分間繰入金収益

事業区分間固定資産移管収益

その他の特別収益

  徴収不能引当金戻入益

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

  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

  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

事業区分間繰入金費用

事業区分間固定資産移管費用

その他の特別損失

特別費用計(9)

2,382,332 104,486 2,486,818 2,486,818

繰 12,934,167 12,934,167 12,934,167

越 15,316,499 104,486 15,420,985 15,420,985

活

動

増

減

差

額 1,730,000 1,730,000 1,730,000

の 1,730,000 1,730,000 1,730,000

前期繰越活動増減差額(12)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

その他の積立金積立額(17)

  その他の積立金積立額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

  基金取崩額

その他の積立金取崩額(16)

  その他の積立金取崩額
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勘定科目 法人運営事業 新篠津村保育所運

営事業

新篠津村子育て支

援センター運営事

合　計 内部取引消去 法人合計

事業活動内訳表
（自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日） （単位：円）

部

13,586,499 104,486 13,690,985 13,690,985

  福祉基金積立金積立額

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
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