
(第2号の1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)

サービス活動増減の部
収益

就労支援事業収益 4,603,519 5,094,868 -491,349
障害福祉サービス等事業収益 305,180,909 295,609,021 9,571,888
医療事業収益 13,911,720 10,911,210 3,000,510
介護実習・普及事業収益 172,550 204,650 -32,100
県営福祉パーク運営管理事業収益 1,360,865 1,197,090 163,775
指定管理料収益 156,770,378 160,050,000 -3,279,622
経常経費寄附金収益 589,923 50,061 539,862
その他の収益

サービス活動収益計　　(1) 482,589,864 473,116,900 9,472,964
費用

人件費 382,667,721 407,322,911 -24,655,190
事業費 48,194,315 43,356,309 4,838,006
事務費 74,620,698 67,822,206 6,798,492
就労支援事業費用 4,555,838 5,094,882 -539,044
利用者負担軽減額
減価償却費 1,699 -1,699
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額 54,079 -54,079
徴収不能引当金繰入
その他の費用

サービス活動費用計　　(2) 510,038,572 523,652,086 -13,613,514
サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) -27,448,708 -50,535,186 23,086,478
サービス活動外増減の部
収益

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益 177,326 274,011 -96,685
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益 279,647 2,064,547 -1,784,900

サービス活動外収益計　(4) 456,973 2,338,558 -1,881,585
費用

支払利息
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

サービス活動外費用計　(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 456,973 2,338,558 -1,881,585
経常増減差額　　　　　(7)=(3)+(6) -26,991,735 -48,196,628 21,204,893
特別増減の部
収益

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
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
固定資産売却益
その他の特別収益

特別収益計　　　　　　(8)
費用

基本金組入額
資産評価損
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
その他の特別損失

特別費用計　　　　　　(9)
特別増減差額　　　　　(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額　　　(11)=(7)+(10) -26,991,735 -48,196,628 21,204,893
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額　(12) 367,427,505 401,208,565 -33,781,060
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 340,435,770 353,011,937 -12,576,167
基本金取崩額　　　　　(14)
その他の積立金取崩額　(15) 10,440,100 14,415,568 -3,975,468
その他の積立金積立額　(16)
次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 350,875,870 367,427,505 -16,551,635

事業活動計算書
（自）平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日



(第2号の2様式)

(単位：円）
勘定科目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計

サービス活動増減の部
収益

就労支援事業収益 4,603,519 4,603,519 4,603,519
障害福祉サービス等事業収益 305,180,909 305,180,909 305,180,909
生活保護事業収益
医療事業収益 13,911,720 13,911,720 13,911,720
介護実習・普及事業収益 172,550 172,550 172,550
県営福祉パーク運営管理事業収益 1,360,865 1,360,865 1,360,865
指定管理料収益 123,357,295 33,413,083 156,770,378 156,770,378
経常経費寄附金収益 589,923 589,923 589,923
その他の収益

サービス活動収益計　　(1) 447,643,366 34,946,498 482,589,864 482,589,864
費用

人件費 372,442,286 10,225,435 382,667,721 382,667,721
事業費 39,257,830 8,936,485 48,194,315 48,194,315
事務費 60,159,234 14,461,464 74,620,698 74,620,698
就労支援事業費用 4,555,838 4,555,838 4,555,838
利用者負担軽減額
減価償却費
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

サービス活動費用計　　(2) 476,415,188 33,623,384 510,038,572 510,038,572
サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) -28,771,822 1,323,114 -27,448,708 -27,448,708
サービス活動外増減の部
収益

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益 177,326 177,326 177,326
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益 279,647 279,647 279,647

サービス活動外収益計　(4) 456,973 456,973 456,973
費用

支払利息
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

サービス活動外費用計　(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 456,973 456,973 456,973
経常増減差額　　　　　(7)=(3)+(6) -28,314,849 1,323,114 -26,991,735 -26,991,735
特別増減の部
収益

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
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

特別収益計　　　　　　(8)
費用

基本金組入額
資産評価損
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)
特別増減差額　　　　　(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額　　　(11)=(7)+(10) -28,314,849 1,323,114 -26,991,735 -26,991,735
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額　(12) 350,690,057 16,737,448 367,427,505 367,427,505
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 322,375,208 18,060,562 340,435,770 340,435,770
基本金取崩額　　　　　(14)
その他の積立金取崩額　(15) 10,440,100 10,440,100 10,440,100
その他の積立金積立額　(16)
次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 332,815,308 18,060,562 350,875,870 350,875,870

（自）平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日
事業活動内訳表


