
（単位　円）

流動資産

174,040,954 174,040,954

82,586 82,586

収 0 収 0

経 100,000 100,000

常 5,678,052 事 5,678,052

活 990,000 業 5,500,000

動 入 38,187 活 入 3,698,856

に 3,677,130 動 10,850,641

よ 184,606,909 収 199,951,089

る 108,523,087 支 108,523,087

収 支 27,623,248 の 支 27,623,248

支 26,333,193 部 26,333,193

3,190,000 20,670,710

出 2,500,000 出 3,020,313

168,169,528 186,170,551

16,437,381 13,780,538

0 990,000

施設 0 事業 38,187

整備 入 0 活動 3,677,130

等に 支 1,868,130 外収 4,705,317

よる 支の 支 3,190,000

収支 出 1,868,130 部 2,500,000

-1,868,130 出 5,690,000

収 5,500,000 -984,683

0 12,795,855

財務 3,698,856 収 施設整備等補助金収入 0

活動 入 9,198,856 特別 施設整備等寄付金収入 0

によ 支 10,000,000 収支 入 特別収入計(8) 0

る収 10,100,000 の部 支 国庫補助金等特別積立金積立額 0

支 3,020,313 出 特別支出計(9) 0

出 23,120,313 0

-13,921,457 12,795,855

0 繰越 　前期繰越活動収支差額(12) 38,088,565

647,794 活動 　当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12） 50,884,420

収支 　その他の積立金取崩額(14) 0

32,623,136 差額 　その他の積立金積立額(15) 100,000

33,270,930 の部 　次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15) 50,784,420

　

その他の支出

その他の収入

　　　当期活動収支差額(11)＝(7)＋(10)

　　　特別収支差額(10)＝(8)－(9)

　　　経常収支差額(7)＝(3)＋(6)

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)

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)

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

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

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

事業活動収支計算書
（自）平成18年4月1日(至）平成19年3月31日

勘定科目

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18年4月1日(至）平成19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

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)

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)

経常収入計(1)

人件費支出

事務費支出

事業費支出

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

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

勘定科目

46,283,170
27,686,520
16,922,260
1,674,390

0
541,232,799
460,979,423
341,354,116
119,625,307
80,253,376

302,045
1,095,150
2,675,894
2,012,576
2,861,930

28,676,014
10,000,000
8,000,000
7,500,000

17,129,767

587,515,969

　　　現金預金
　　　未収金
　　　前払金
　　　仮払金
固定資産
基本財産
　　　建物
　　　土地

　　　移行時特別積立預金
　　　人件費積立預金

その他の固定資産
　　　建物
　　　構築物　
　　　機械及び装置

資産の部合計

資産の部

　　　修繕費積立預金
　　　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

負債の部
流動負債
　　　未払金
　　　預り金

13,012,240
12,050,753

961,487

固定負債
　　　設備資金借入金
　　　退職給与引当金

負債の部合計
純資産の部

15,150,615
128,162,855

基本金
　　　基本金

国庫補助金等特別積立金
　　　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
　　　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
　　（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

115,150,615
100,000,000

54,176,014
28,676,014
10,000,000

201,742,011
201,742,011

152,650,669

12,795,855
459,353,114
587,515,969

貸借対照表
平成１9年3月31日現在

8,000,000
7,500,000

50,784,420
50,784,420

152,650,669

　　　　　　　　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１１１１8888年度年度年度年度　　　　決決決決　　　　算算算算　　　　報報報報　　　　告告告告


