
勘定科目 ワークスひるぜん就労継続支援Ａ型

サ 収 就労支援事業収益 29,456,167
｜ 益   パン事業収益

ビ   弁当事業収益

ス   製麺事業収益 29,456,167
活   室内作業事業収益

動   職場実習事業収益

増   外勤事業収益

減 障害福祉サービス等事業収益 11,693,367
の   自立支援給付費収益 11,344,910
部   障害児施設給付費収益

  利用者負担金収益

  補足給付費収益

  特定費用収益

  その他の事業収益 348,457
放課後児童健全育成事業収益

  放課後児童健全育成事業収益

  その他の事業収益

福祉有償運送事業収益

  福祉有償運送事業収益

  その他の事業収益

販路拡大事業収益

  販路拡大事業収益

  その他の事業収益

その他の事業収益

  その他の事業収益

経常経費寄附金収益

  経常経費寄附金収益

その他の収益

  その他の収益

サービス活動収益計(1) 41,149,534
費 人件費 11,777,501
用   役員報酬

  職員給料 7,306,606
  職員賞与 779,300
  賞与引当金繰入 350,000
  非常勤職員給与 1,721,574
  派遣職員費

  退職給付費用

  法定福利費 1,620,021
事業費 1,210,089
  給食費 893,500
  介護用品費

  保健衛生費 161,209
  医療費

  被服費

  教養娯楽費 22,393
  日用品費 3,142
  本人支給金

  水道光熱費 102,503
  燃料費

事業活動明細書

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 慶光会

施設名 ワークスひるぜん

拠点区分 ワークスひるぜん

（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ） （単位：円）
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勘定科目 ワークスひるぜん就労継続支援Ａ型

事業活動明細書
（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ） （単位：円）

  消耗器具備品費 3,466
  保険料

  賃借料 18,978
  教育指導費

  就職支度費

  葬祭費

  車輌費

  修繕費

  雑費 4,898
事務費 1,266,128
  福利厚生費 31,195
  職員被服費

  旅費交通費 36,467
  研修研究費 13,230
  事務消耗品費 68,095
  印刷製本費 56,413
  水道光熱費 51,245
  燃料費

  修繕費 40,584
  通信運搬費 85,675
  会議費 50,820
  広報費

  業務委託費 100,136
  手数料 1,965
  保険料 43,801
  賃借料 226,697
  土地・建物賃借料

  租税公課

  保守料 87,154
  渉外費

  諸会費 34,200
  車輌費 320,736
  雑費 17,715
就労支援事業費用 26,715,628
  就労支援事業販売原価 26,397,026
  就労支援事業販管費 318,602
利用者負担軽減額

  利用者負担軽減額

減価償却費 1,379,796
  減価償却費 1,379,796
国庫補助金等特別積立金取崩額 △435,861
  国庫補助金等特別積立金取崩額 △435,861
徴収不能額

  徴収不能額

徴収不能引当金繰入

  徴収不能引当金繰入

その他の費用

  その他の費用

サービス活動費用計(2) 41,913,281

△763,747
サ 収 借入金利息補助金収益

｜ 益   借入金利息補助金収益

ビ 受取利息配当金収益 10
ス   受取利息配当金収益 10

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
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勘定科目 ワークスひるぜん就労継続支援Ａ型

事業活動明細書
（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ） （単位：円）

活 有価証券評価益

動   有価証券評価益

外 有価証券売却益

増   有価証券売却益

減 投資有価証券評価益

の   投資有価証券評価益

部 投資有価証券売却益

  投資有価証券売却益

その他のサービス活動外収益 1,456,034
  受入研修費収益

  利用者等外給食収益

  為替差益

  雑収益 1,456,034
サービス活動外収益計(4) 1,456,044

費 支払利息

用   支払利息

有価証券評価損

  有価証券評価損

有価証券売却損

  有価証券売却損

投資有価証券評価損

  投資有価証券評価損

投資有価証券売却損

  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)

1,456,044

692,297
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

  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

  事業区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益 1,800,000
  拠点区分間繰入金収益 1,800,000
サービス区分間繰入金収益 943,935
  サービス区分間繰入金収益 943,935
事業区分間固定資産移管収益

  事業区分間固定資産移管収益

拠点区分間固定資産移管収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

3頁



勘定科目 ワークスひるぜん就労継続支援Ａ型

事業活動明細書
（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ） （単位：円）

  拠点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) 2,743,935
費 基本金組入額

用   第１号基本金組入額

  第２号基本金組入額

  第３号基本金組入額

資産評価損

  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取崩額(除却等)

国庫補助金等特別積立金積立額

  国庫補助金等特別積立金積立額

災害損失

  災害損失

事業区分間繰入金費用

  事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

  拠点区分間繰入金費用

サービス区分間繰入金費用

  サービス区分間繰入金費用

事業区分間固定資産移管費用

  事業区分間固定資産移管費用

拠点区分間固定資産移管費用

  拠点区分間固定資産移管費用

その他の特別損失

  その他の特別損失

  移行時国庫補助金等特別積立金修正損

特別費用計(9)

2,743,935

3,436,232
繰 268,255
越 3,704,487
活

動

増

減

差

額

の

部

3,704,487

  人件費積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)

  建設積立金積立額

  工賃変動積立金積立額

  人件費積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

  基本金取崩額

その他の積立金取崩額(15)

  建設積立金取崩額

  工賃変動積立金取崩額

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

前期繰越活動増減差額(12)
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