
法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名  社会福祉法人 白翁会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
収 0056 介護保険事業収益   663,880,638   658,071,966     5,808,672

サ 0075 障害福祉サービス等事業収益   350,917,869   349,159,991     1,757,878
｜ 益 0089 経常経費寄附金収益     1,377,882       400,000       977,882
ビ     サービス活動収益計(1) 1,016,176,389 1,007,631,957     8,544,432
ス 0015 人件費   684,125,595   686,290,325    -2,164,730
活 費 0016 事業費   127,493,861   123,187,197     4,306,664
動 0017 事務費   112,534,214   116,202,547    -3,668,333
増 0026 利用者負担軽減額       625,760       658,507       -32,747
減 用 0027 減価償却費    74,690,906    73,889,587       801,319
の 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   -29,260,070   -29,735,798       475,728
部     サービス活動費用計(2)   970,210,266   970,492,365      -282,099

    サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    45,966,123    37,139,592     8,826,531
サ 収 0092 借入金利息補助金収益        30,940        39,780        -8,840
｜ 0093 受取利息配当金収益        13,840        18,016        -4,176
ビ 益 0098 その他のサービス活動外収益     7,625,548     6,948,370       677,178
ス     サービス活動外収益計(4)     7,670,328     7,006,166       664,162
活 0033 支払利息     3,159,370     3,354,545      -195,175
動 費 0038 その他のサービス活動外費用     4,773,137     4,419,493       353,644
外
増 用
減
の     サービス活動外費用計(5)     7,932,507     7,774,038       158,469
部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      -262,179      -767,872       505,693

    経常増減差額(7)=(3)+(6)    45,703,944    36,371,720     9,332,224
0100 施設整備等補助金収益     1,105,000     4,105,000    -3,000,000

特 収 0103 固定資産受贈額       648,000      -648,000
別 0104 固定資産売却益        10,799        10,799
増 益 0111 その他の特別収益       494,400       207,201       287,199
減     特別収益計(8)     1,610,199     4,960,201    -3,350,002
の 費 0042 固定資産売却損・処分損        11,695            14        11,681
部 用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額     1,105,000     4,105,000    -3,000,000

    特別費用計(9)     1,116,695     4,105,014    -2,988,319
    特別増減差額(10)=(8)-(9)       493,504       855,187      -361,683
    当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    46,197,448    37,226,907     8,970,541

繰     前期繰越活動増減差額(12)   916,378,735   855,884,179    60,494,556
越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)   962,576,183   893,111,086    69,465,097
活     基本金取崩額(14)
動     その他の積立金取崩額(15)    23,267,649   -23,267,649
増     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)   962,576,183   916,378,735    46,197,448
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