
 事業活動内訳表 

理事長 　施設長 　事務長 担当者

第2号の2様式

( 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ) 1頁(単位：円)
勘定科目

会計単位名

法人名 社会福祉法人　延命福祉会

社会福祉法人　延命福祉会
特別養護老人ホーム緑風苑施設名

特別養護老人ホーム
　緑風苑

地域密着型特別養護
老人ホーム緑と風

合計 内部取引消去

収サ 071 介護保険事業収益 320,947,360 154,043,091 474,990,451

益｜ 081 経常経費寄附金収益 96,000 96,000

ビ サービス活動収益計(1) 321,043,360 154,043,091 475,086,451

費ス 021 人件費 219,877,748 101,146,076 321,023,824

用活 022 事業費 52,777,603 22,261,448 75,039,051

動 023 事務費 38,199,919 14,591,884 52,791,803

増 027 利用者負担軽減額 173,859 300,120 473,979

減 028 減価償却費 30,451,442 20,098,700 50,550,142

の 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 △12,523,981 △6,611,118 △19,135,099

部 サービス活動費用計(2) 328,956,590 151,787,110 480,743,700

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △7,913,230 2,255,981 △5,657,249

収サ 083 借入金利息補助金収益 3,858,750 3,858,750

益｜ 084 受取利息配当金収益 8,787 7,304 16,091

ビ 089 その他のサービス活動外収益 927,917 507,328 1,435,245

ス

活

動

外 サービス活動外収益計(4) 4,795,454 514,632 5,310,086

費増 033 支払利息 4,474,122 3,615,720 8,089,842

用減 038 その他のサービス活動外費用 384,615 62,938 447,553

の サービス活動外費用計(5) 4,858,737 3,678,658 8,537,395

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △63,283 △3,164,026 △3,227,309

経常増減差額(7)=(3)+(6) △7,976,513 △908,045 △8,884,558

収特

益別

増 特別収益計(8)

費減

用の 特別費用計(9)

部 特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △7,976,513 △908,045 △8,884,558

繰 前期繰越活動増減差額(12) 56,546,201 △5,486,868 51,059,333

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 48,569,688 △6,394,913 42,174,775

活 101 基本金取崩額(14)

動 102 その他の積立金取崩額(15)

増 051 その他の積立金積立額(16)

減

差

額

の

部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 48,569,688 △6,394,913 42,174,775



 事業活動内訳表 

第2号の2様式

( 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ) 2頁(単位：円)
勘定科目 法人合計

収サ 071 介護保険事業収益 474,990,451

益｜ 081 経常経費寄附金収益 96,000

ビ サービス活動収益計(1) 475,086,451

費ス 021 人件費 321,023,824

用活 022 事業費 75,039,051

動 023 事務費 52,791,803

増 027 利用者負担軽減額 473,979

減 028 減価償却費 50,550,142

の 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 △19,135,099

部 サービス活動費用計(2) 480,743,700

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5,657,249

収サ 083 借入金利息補助金収益 3,858,750

益｜ 084 受取利息配当金収益 16,091

ビ 089 その他のサービス活動外収益 1,435,245

ス

活

動

外 サービス活動外収益計(4) 5,310,086

費増 033 支払利息 8,089,842

用減 038 その他のサービス活動外費用 447,553

の サービス活動外費用計(5) 8,537,395

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △3,227,309

経常増減差額(7)=(3)+(6) △8,884,558

収特

益別

増 特別収益計(8)

費減

用の 特別費用計(9)

部 特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △8,884,558

繰 前期繰越活動増減差額(12) 51,059,333

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 42,174,775

活 101 基本金取崩額(14)

動 102 その他の積立金取崩額(15)

増 051 その他の積立金積立額(16)

減

差

額

の

部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 42,174,775

・介護保険事業は、特別養護老人緑風苑、地域密着型特別養護老人ホーム緑と風の２拠点を運営している。
・社旗福祉事業では、介護保険事業のみを運営している。
・当法人は、社会福祉事業のみを運営している。


