
  資金収支計算書 
（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ） 1頁(単位：円)

差異(A)-(B)予算(A) 決算(B) 備考勘定科目

くどみ児友園
社会福祉法人　春生会

サ-ビス区分
施設名
法人名

こども園会計

収事 292,930409,016,710409,309,640保育事業収入
入業 △43,120371,751,120371,708,000  施設型給付費収入

活 21,980350,745,020350,767,000    施設型給付費収入
動 △65,10021,006,10020,941,000    利用者負担金収入
に 5,90011,280,10011,286,000  利用者等利用料収入
よ △31,6009,141,6009,110,000    利用者等利用料収入(一般)
る 37,5002,138,5002,176,000    その他の利用料収入
収 330,15025,985,49026,315,640  その他の事業収入
支 236,06015,015,94015,252,000    補助金事業収入(公費)

76,89010,645,75010,722,640    補助金事業収入(一般)

17,200323,800341,000    その他の事業収入

△20,000100,00080,000経常経費寄附金収入

6103901,000受取利息配当金収入

102,5239,108,4779,211,000その他の収入

28,40028,60057,000  受入研修費収入

61,4008,838,6008,900,000  利用者等外給食費収入

12,723241,277254,000  雑収入

376,063418,225,577418,601,640事業活動収入計(1)
支 △90,584281,138,584281,048,000人件費支出
出 △52,529200,143,529200,091,000  職員給料支出

△29,44619,929,44619,900,000  職員賞与支出

△41,79920,741,79920,700,000  非常勤職員給与支出

23,0002,809,0002,832,000  退職給付支出

10,19037,514,81037,525,000  法定福利費支出

25,77536,199,22536,225,000    社保

△15,5851,315,5851,300,000    雇用保険

178,34841,552,85241,731,200事業費支出

40,81118,801,18918,842,000  給食費支出

81,6012,028,3992,110,000  保健衛生費支出

6,1903,81010,000  被服費支出

14,59245,40860,000  教養娯楽費支出

81,8173,073,1833,155,000  保育材料費支出

8,9887,389,0127,398,000  水道光熱費支出

△33,0994,754,0994,721,000  消耗器具備品費支出

58,724786,276845,000  保険料支出

△60,0373,195,0373,135,000  賃借料支出

31,0671,430,9331,462,000  車輌費支出

△52,30645,506△6,800  雑支出

△279,15117,496,15117,217,000事務費支出

△6,376856,376850,000  福利厚生費支出

11,205993,7951,005,000  職員被服費支出

△13,05015,0502,000  旅費交通費支出

52,20072,800125,000  研修研究費支出

32,1411,846,8591,879,000  事務消耗品費支出

△14,99534,99520,000  印刷製本費支出

△36,8553,796,8553,760,000  修繕費支出

△72,2861,409,2861,337,000  通信運搬費支出

△90,1901,051,190961,000  広報費支出

△73,5452,373,5452,300,000  業務委託費支出

△67,4961,282,4961,215,000  手数料支出

25,0002,737,0002,762,000  土地・建物賃借料支出

△77,750147,75070,000  租税公課支出

22,000462,000484,000  保守料支出

19,70077,30097,000  諸会費支出

11,146338,854350,000  雑支出

36,4008,838,6008,875,000その他の支出

36,4008,838,6008,875,000  利用者等外給食費支出

△400400流動資産評価損等による資金減少額

△400400  徴収不能額

△155,387349,026,587348,871,200事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 531,45069,198,99069,730,440
収施 △100,000140,00040,000施設整備等補助金収入
入設 △100,000140,00040,000  施設整備等補助金収入

整 △100,000140,00040,000施設整備等収入計(4)
支備 94,6709,565,3309,660,000固定資産取得支出
出等 20,0003,740,0003,760,000  構築物取得支出

に 74,6705,825,3305,900,000  器具及び備品取得支出
よ

る

収

支 94,6709,565,3309,660,000施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △194,670△9,425,330△9,620,000
収そ △50,00050,000積立資産取崩収入
入の △50,00050,000  退職給付引当資産取崩収入

他 △50,00050,000その他の活動収入計(7)
支の 29,48450,090,51650,120,000積立資産支出
出活 29,48490,516120,000  退職給付引当資産支出



  資金収支計算書 
（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ） 2頁(単位：円)

差異(A)-(B)予算(A) 決算(B) 備考勘定科目
動 50,000,00050,000,000  その他の積立資産支出
に 1,000,0001,000,000拠点区分間繰入金支出
よ

る

収

支 29,48451,090,51651,120,000その他の活動支出計(8)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △79,484△51,040,516△51,120,000

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 257,2968,733,1448,990,440

前期末支払資金残高(12) 80,876,63080,876,630

当期末支払資金残高(11)+(12) 257,29689,609,77489,867,070



第一号第四様式

  資金収支計算書 
（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ） 1頁(単位：円)

差異(A)-(B)予算(A) 決算(B) 備考勘定科目

社会福祉法人　春生会
社会福祉法人　春生会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　春生会

収事 △173,018314,248,018314,075,000介護保険事業収入
入業 △96,106190,021,106189,925,000  居宅介護料収入

活 △83,158169,010,158168,927,000  (介護報酬収入)
動 △83,158169,010,158168,927,000    介護報酬収入
に △12,94821,010,94820,998,000  (利用者負担金収入)
よ △3,5931,663,5931,660,000    介護負担金収入(公費)
る △9,35519,347,35519,338,000    介護負担金収入(一般)
収 △91,90591,813,90591,722,000  地域密着型介護料収入
支 △93,67381,570,67381,477,000  (介護報酬収入)

△69,50776,796,50776,727,000    介護報酬収入

△24,1664,774,1664,750,000    介護予防報酬収入

1,76810,243,23210,245,000  (利用者負担金収入)

△28,2981,264,2981,236,000    介護負担金収入(公費)

4,3457,953,6557,958,000    介護負担金収入(一般)

△7,433458,433451,000    介護予防負担金収入(公費)

33,154566,846600,000    介護予防負担金収入(一般)

△60,11021,989,11021,929,000  居宅介護支援介護料収入

△60,11021,989,11021,929,000    居宅介護支援介護料収入

30,9403,496,0603,527,000  介護予防・日常生活支援総合事業収入

33,7683,078,2323,112,000    事業費収入

2,0002,000    事業負担金収入(公費)

△4,828417,828413,000    事業負担金収入(一般)

10,6005,592,4005,603,000  利用者等利用料収入

10,6005,592,4005,603,000    居住費収入(一般)

33,5631,335,4371,369,000  その他の事業収入

△50,00050,000    補助金事業収入(公費)

83,5631,285,4371,369,000    受託事業収入(公費)

37,8502,149,1502,187,000その他の事業収入

37,8502,149,1502,187,000  その他の事業収入

37,8502,149,1502,187,000    その他の事業収入

△474474受取利息配当金収入

△19,365208,365189,000その他の収入

△3,00040,00037,000  受入研修費収入

△16,365168,365152,000  雑収入

△155,007316,606,007316,451,000事業活動収入計(1)
支 143,012298,706,488298,849,500人件費支出
出 24,575234,201,425234,226,000  職員給料支出

55,00217,366,99817,422,000  職員賞与支出

△40,17610,848,67610,808,500  非常勤職員給与支出

△49,5002,933,5002,884,000  退職給付支出

153,11133,355,88933,509,000  法定福利費支出

113,56031,034,44031,148,000    社保

39,5512,321,4492,361,000    雇用保険

48,43312,585,56712,634,000事業費支出

25,082615,918641,000  保健衛生費支出

△28,007207,007179,000  教養娯楽費支出

29,3124,183,6884,213,000  水道光熱費支出

65,3281,730,6721,796,000  消耗器具備品費支出

△34,138713,138679,000  保険料支出

△53,5174,046,5173,993,000  賃借料支出

51,813925,187977,000  車輌費支出

△7,440163,440156,000  雑支出

△16,6587,736,6587,720,000事務費支出

24,371981,6291,006,000  福利厚生費支出

10,50010,50021,000  旅費交通費支出

13,80857,19271,000  研修研究費支出

74,497645,503720,000  事務消耗品費支出

△6,06822,06816,000  印刷製本費支出

14,1503,85018,000  修繕費支出

10,142667,858678,000  通信運搬費支出

7,652163,348171,000  広報費支出

△37,450645,450608,000  業務委託費支出

△18,464298,464280,000  手数料支出

△160,0004,084,0003,924,000  土地・建物賃借料支出

8,0008,000  租税公課支出

11,00055,00066,000  保守料支出

34,00079,000113,000  諸会費支出

△2,79622,79620,000  雑支出

174,787319,028,713319,203,500事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △329,794△2,422,706△2,752,500
収施

入設 施設整備等収入計(4)
支整

出備

等

に

よ



第一号第四様式

  資金収支計算書 
（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ） 2頁(単位：円)

差異(A)-(B)予算(A) 決算(B) 備考勘定科目
る

収

支 施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収そ 2,800,0002,800,000積立資産取崩収入
入の 2,800,0002,800,000  退職給付引当資産取崩収入

他 49,08512,308,91512,358,000事業区分間繰入金収入
の 1,000,0001,000,000拠点区分間繰入金収入
活 22,050,00022,050,000サービス区分間繰入金収入
動 49,08538,158,91538,208,000その他の活動収入計(7)

支に 2,750,0002,750,000積立資産支出
出よ 2,750,0002,750,000  退職給付引当資産支出

る 26,0858,658,9158,685,000事業区分間繰入金支出
収 1,000,0001,000,000拠点区分間繰入金支出
支 22,050,00022,050,000サービス区分間繰入金支出

26,08534,458,91534,485,000その他の活動支出計(8)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 23,0003,700,0003,723,000

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △306,7941,277,294970,500

前期末支払資金残高(12) 133,018133,018

当期末支払資金残高(11)+(12) △306,7941,410,3121,103,518



第一号第四様式

  資金収支計算書 
（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ） 1頁(単位：円)

差異(A)-(B)予算(A) 決算(B) 備考勘定科目

社会福祉法人　春生会
社会福祉法人　春生会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　春生会

収事 △130,39047,691,39047,561,000介護保険事業収入
入業 △133,45047,039,45046,906,000  居宅介護料収入

活 △35,43242,244,43242,209,000  (介護報酬収入)
動 △35,43242,244,43242,209,000    介護報酬収入
に △98,0184,795,0184,697,000  (利用者負担金収入)
よ △32,523552,523520,000    介護負担金収入(公費)
る △65,4954,242,4954,177,000    介護負担金収入(一般)
収 13,060641,940655,000  介護予防・日常生活支援総合事業収入
支 3,584349,416353,000    事業費収入

2,620247,380250,000    事業負担金収入(公費)

6,85645,14452,000    事業負担金収入(一般)

△10,00010,000  その他の事業収入

△10,00010,000    補助金事業収入(公費)

165,618129,564,382129,730,000老人福祉事業収入

165,618129,564,382129,730,000  その他の事業収入

29,70056,918,30056,948,000    管理費収入

55,65066,357,35066,413,000    その他の事業収入

80,2686,288,7326,369,000    その他の受託事業収入

36,0701,089,9301,126,000経常経費寄附金収入

△1552,1552,000受取利息配当金収入

90,969657,031748,000その他の収入

90,969657,031748,000  雑収入

162,112179,004,888179,167,000事業活動収入計(1)
支 101,22453,460,77653,562,000人件費支出
出 △5,08520,08515,000  役員報酬支出

△18,10033,855,10033,837,000  職員給料支出

44,5502,568,4502,613,000  職員賞与支出

△104,6449,885,6449,781,000  非常勤職員給与支出

184,5037,131,4977,316,000  法定福利費支出

111,8846,394,1166,506,000    社保

72,619737,381810,000    雇用保険

108,14265,395,85865,504,000事業費支出

91,98437,101,01637,193,000  給食費支出

△69,059763,059694,000  保健衛生費支出

39,635769,365809,000  教養娯楽費支出

92,88615,852,11415,945,000  水道光熱費支出

111,6794,698,3214,810,000  消耗器具備品費支出

△95,553913,553818,000  保険料支出

30,4723,865,5283,896,000  賃借料支出

△109,525511,525402,000  車輌費支出

△14,377321,377307,000  雑支出

30,000600,000630,000  その他の事業費支出

△15,20219,256,20219,241,000事務費支出

△11,461217,461206,000  福利厚生費支出

△20,53832,53812,000  職員被服費支出

△16,68051,68035,000  旅費交通費支出

4,9062,0947,000  研修研究費支出

△32,8541,489,8541,457,000  事務消耗品費支出

△3,46413,46410,000  印刷製本費支出

31,240914,760946,000  修繕費支出

38,528572,472611,000  通信運搬費支出

22,9204,08027,000  会議費支出

△48,617579,617531,000  広報費支出

△6,2151,910,2151,904,000  業務委託費支出

6,43626,56433,000  手数料支出

△50,000532,000482,000  土地・建物賃借料支出

98,4509,559,5509,658,000  租税公課支出

△9,4001,874,4001,865,000  保守料支出

40,500153,500194,000  諸会費支出

△58,9531,321,9531,263,000  雑支出

△14,238821,238807,000支払利息支出

179,926138,934,074139,114,000事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △17,81440,070,81440,053,000
収施

入設 施設整備等収入計(4)
支整 14,304,00014,304,000設備資金借入金元金償還支出
出備 △12,1001,804,1001,792,000固定資産取得支出

等 △12,1001,804,1001,792,000  器具及び備品取得支出
に

よ

る

収

支 △12,10016,108,10016,096,000施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 12,100△16,108,100△16,096,000
収そ 19,850,00019,850,000事業区分間繰入金収入
入の 2,000,0002,000,000拠点区分間繰入金収入

他 11,750,00011,750,000サービス区分間繰入金収入



第一号第四様式

  資金収支計算書 
（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ） 2頁(単位：円)

差異(A)-(B)予算(A) 決算(B) 備考勘定科目
の △7,0002,355,0002,348,000その他の活動による収入
活 △7,0002,355,0002,348,000  その他の活動による収入
動 △7,00035,955,00035,948,000その他の活動収入計(7)

支に 20,500,00020,500,000積立資産支出
出よ 500,000500,000  退職給付引当資産支出

る 20,000,00020,000,000  その他の積立資産支出
収 23,500,00023,500,000事業区分間繰入金支出
支 1,000,0001,000,000拠点区分間繰入金支出

11,750,00011,750,000サービス区分間繰入金支出

△15,0002,133,0002,118,000その他の活動による支出

△15,0002,133,0002,118,000  その他の活動による支出

△15,00058,883,00058,868,000その他の活動支出計(8)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 8,000△22,928,000△22,920,000

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,2861,034,7141,037,000

前期末支払資金残高(12) 553,116553,116

当期末支払資金残高(11)+(12) 2,2861,587,8301,590,116
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