
（単位　円）

流動資産

178,802,970 178,802,970

162,960 162,960

収 0 収 0

経 400,000 400,000

常 8,298,923 事 6,489,165

活 1,080,000 業 5,500,000

動 入 55,221 活 入 1,809,758

に 2,160,000 動 10,988,991

よ 190,960,074 収 204,153,844

る 114,932,610 支 114,932,610

収 支 29,838,044 の 支 26,006,840

支 27,473,811 部 27,473,811

3,480,000 21,098,174

出 1,000,000 出 3,831,204

176,724,465 193,342,639

14,235,609 10,811,205

0 1,080,000

施設 0 事業 55,221

整備 入 0 活動 2,160,000

等に 支 0 外収 3,295,221

よる 支の 支 3,480,000

収支 出 0 部 1,000,000

0 出 4,480,000

収 5,500,000 -1,184,779

財務 0 9,626,426

活動 入 5,500,000 収 0

によ 支 10,000,000 特別 0

る収 15,400,000 収支 入 0

支 出 25,400,000 の部 支 国庫補助金等特別積立金積立額 0

-19,900,000 出 0

0 　　　特別収支差額(10)＝(8)－(9) 0

-5,664,391 9,626,426

繰越 　前期繰越活動収支差額(12) 28,862,139

38,287,527 活動 　当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12） 38,488,565

32,623,136 収支 　その他の積立金取崩額(14) 0

差額 　その他の積立金積立額(15) 400,000

の部 　次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15) 38,088,565

9,626,426
457,407,900
595,373,957

貸借対照表
平成１8年3月31日現在

8,000,000
7,400,000

38,088,565
38,088,565

163,501,310
54,076,014
28,676,014
10,000,000

201,742,011
174,742,011
27,000,000

163,501,310

125,829,158
110,000,000

　　（うち当期活動収支差額）

負債及び純資産の部合計
純資産の部合計

　　　修繕積立金
　　　備品等購入積立金
次期繰越活動収支差額
　　　次期繰越活動収支差額

　　　国庫補助金等特別積立金整備時

その他の積立金
　　　移行時特別積立金
　　　人件費積立金

基本金
　　　１号基本金
　　　２号基本金
国庫補助金等特別積立金

　　　退職給与引当金
負債の部合計

純資産の部

15,829,158
137,966,057

固定負債
　　　設備資金借入金

負債の部
流動負債
　　　未払金
　　　預り金

12,136,899
12,012,321

124,578

資産の部合計

資産の部

　　　備品等購入積立預金
　　　その他の固定資産

　　　車輌運搬具
　　　器具及び備品
　　　移行時特別積立預金
　　　修繕費積立預金

その他の固定資産
　　　建物
　　　構築物　
　　　機械及び装置

固定資産
基本財産
　　　建物
　　　土地

　　　現金預金
　　　未収金
　　　前払金
　　　仮払金

595,373,957

8,000,000
7,400,000

16,292,258

3,085,268
2,631,560
3,871,451

28,676,014

119,625,307
71,571,231

378,725
1,235,955

勘定科目

44,760,035
26,709,700
16,235,585
1,639,740

175,010
550,613,922
479,042,691
359,417,384

利用料収入

私的契約利用料収入

経常経費補助金収入

寄付金収入

雑収入

借入金利息補助金収入

受取利息配当金収入

経理区分間繰入金収入

経常収入計(1)

人件費支出

事務費支出

事業費支出

固定資産取得支出

借入金利息支出

経理区分間繰入金支出

経常支出計(2)

経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)
収 施設整備等補助金収入

施設整備等寄付金収入

施設整備等収入計(4)

積立預金取崩収入

財務収入計(7)

借入金元金償還金支出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)

当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)

前期支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)＋(12)

資金収支計算書
（自）平成17年4月1日(至）平成18年3月31日

積立預金積立支出

財務支出計(8)

財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)

予備費(10)

借入金元金償還補助金収入

事業活動収支計算書
（自）平成17年4月1日(至）平成18年3月31日

勘定科目

利用料収入

私的契約利用料収入

経常経費補助金収入

寄付金収入

雑収入

借入金元金償還補助金収入

引当金戻入

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

引当金繰入

事業活動収入計(1)

事業活動支出計（2）

人件費支出

事務費支出

事業費支出

事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)

借入金利息補助金収入

受取利息配当金収入

経理区分間繰入金収入

収

入
事業活動外収入計(4)

借入金利息支出

経理区分間繰入金支出

事業活動外支出計(5)

事業活動外収支差額(6)＝(4)－(5)

　当期活動収支差額(11)＝(7)＋(10)

特別支出計(9)

特別収入計(8)

経常収支差額(7)＝(3)＋(6)

施設整備等寄付金収入

施設整備等補助金収入

　　　　　　　　須坂悠生寮須坂悠生寮須坂悠生寮須坂悠生寮　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成１１１１7777年度年度年度年度　　　　決決決決　　　　算算算算　　　　報報報報　　　　告告告告


