
（単位　円）

流動資産

　　　設備資金借入金
　　　退職給与引当金

基本金
　　　基本金

国庫補助金等特別積立金

174,928,077 174,928,077

90,830 90,830

収 1,927,921 収 1,927,921

経 0 0

常 4,999,455 事 4,999,455

活 900,000 業 5,500,000

動 入 170,550 活 入 2,238,902

に 2,217,000 動 27,185,345

よ 185,233,833 収 216,870,530

る 105,214,704 支 105,214,704

収 支 26,419,423 の 支 26,419,423

支 27,280,836 部 27,280,836

2,900,000 19,995,185

出 2,500,000 出 3,058,386

164,314,963 181,968,534

20,918,870 34,901,996

0 900,000

施設 0 事業 170,550

整備 入 0 活動 2,217,000

等に 支 0 外収 3,287,550

よる 支の 支 2,900,000

収支 出 0 部 2,500,000

0 出 5,400,000

収 5,500,000 -2,112,450

0 32,789,546

財務 2,238,902 収 施設整備等補助金収入 0

活動 入 7,738,902 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 0 の部 支 国庫補助金等特別積立金積立額 27,500,000

支 3,058,386 出 特別支出計(9) 27,500,000

出 13,058,386 -27,500,000

-5,319,484 5,289,546

0 繰越 　前期繰越活動収支差額(12) 50,784,420

15,599,386 活動 　当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12） 56,073,966

収支 　その他の積立金取崩額(14) 0

33,270,930 差額 　その他の積立金積立額(15) 0

48,870,316 の部 　次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15) 56,073,966

　

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

自立支援費等収入

私的契約利用料収入

補助事業等収入

寄付金収入

事業活動収支計算書
（自）平成19年4月1日(至）平成20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19年4月1日(至）平成20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

自立支援費等収入

私的契約利用料収入

補助事業等収入

寄付金収入

勘定科目

60,794,317
31,483,879
29,224,309

0
86,129

522,057,098
442,916,149
323,290,842
119,625,307
79,140,949

228,515
954,345

2,266,520
1,568,590
2,339,831

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

17,607,134

582,851,415

　　　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

固定負債

負債の部
流動負債
　　　未払金
　　　預り金

11,924,001
11,860,161

63,840

　　　国庫補助金等特別積立金整備時

負債の部合計 117,894,100
純資産の部

201,742,011

　　　国庫補助金等特別積立金償還補助

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

105,970,099
90,000,000
15,970,099

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

201,742,011

152,965,324
142,205,324

5,289,546
464,957,315
582,851,415

貸借対照表
平成20年3月31日現在

8,000,000
7,500,000

56,073,966
56,073,966

10,760,000
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