
（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

177,177,904 177,177,904

85,046 85,046

収 1,222,160 収 1,222,160

経 0 0

常 3,781,144 事 3,781,144

活 810,000 業 5,500,000

動 入 256,470 活 入 800,908

に 2,217,000 動 13,514,256

よ 185,549,724 収 202,081,418

る 107,882,577 支 107,882,577

収 支 28,655,751 の 支 28,655,751

支 28,338,319 部 28,338,319

2,610,000 19,512,433

出 2,500,000 出 1,592,080

169,986,647 185,981,160

15,563,077 16,100,258

0 810,000

施設 661,500 事業 256,470

整備 入 661,500 活動 2,217,000

等に 支 1,228,500 外収 3,283,470

よる 支の 支 2,610,000

収支 出 1,228,500 部 2,500,000

-567,000 出 5,110,000

収 5,500,000 -1,826,530

2,199,288 14,273,728

財務 800,908 収 施設整備等寄付金収入 661,500

活動 入 8,500,196 特別 入 特別収入計(8) 661,500

によ 支 10,000,000 収支 支 固定資産売却損・処分損 159,061

る収 16,000,000 の部 国庫補助金等特別積立金積立額 5,500,000

支 1,592,080 出 特別支出計(9) 5,659,061

出 27,592,080 -4,997,561

-19,091,884 9,276,167

0 繰越 　前期繰越活動収支差額(12) 56,073,966

-4,095,807 活動 　当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12） 65,350,133

収支 　その他の積立金取崩額(14) 2,199,288

48,870,316 差額 　その他の積立金積立額(15) 16,000,000

44,774,509 の部 　次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15) 51,549,421

9,276,167
466,219,226
574,215,341

貸借対照表
平成21年3月31日現在

14,000,000
12,500,000
51,549,421
51,549,421

12,912,000

26,476,726
15,000,000

201,742,011

144,951,068
132,039,068

96,761,271
80,000,000
16,761,271

67,976,726

　　（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

　　　国庫補助金等特別積立金整備時

負債の部合計 107,996,115
純資産の部

201,742,011

固定負債

負債の部
流動負債
　　　未払金
　　　預り金

11,234,844
11,204,844

30,000

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
　　　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

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

574,215,341

15,000,000
14,000,000
12,500,000
18,237,489

1,857,146
1,144,514
3,095,183

26,476,726

119,625,307
93,353,113

228,515
813,540

勘定科目

56,009,353
26,629,279
28,965,722

133,910
280,442

518,205,988
424,852,875
305,227,568

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

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20年4月1日(至）平成21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20年4月1日(至）平成21年3月31日

勘定科目

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

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)

　　　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)

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)

　　　　　　　　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20202020年度年度年度年度　　　　決決決決　　　　算算算算　　　　報報報報　　　　告告告告


