
資 金 収 支 計 算 書

（単位 : 円）(自)2015年 4月 1日    (至)2016年 3月31日

2016/06/28   12:03:48

第1号の1様式
社会福祉法人　スプラウトユニティー

合計

平成27年度

勘　定　科　目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

【事業活動による収支】

収入

【事業活動による収支】

保育事業収入 216,754,063 △24,562,063192,192,000

　保育所運営費収入 143,076,752 △18,076,752125,000,000

　　本園収入　 96,829,327 △11,829,32785,000,000

　　分園収入　 46,247,425 △6,247,42540,000,000

　私的契約利用料収入 28,127,650 △3,351,65024,776,000

　　私的契約利用料収入 28,117,400 △4,571,40023,546,000

　　職員給食費収入 10,250 △10,250

　　一時預かり保育料収入 1,230,0001,230,000

　その他の事業収入 43,133,720 △2,763,72040,370,000

　　補助金事業収入 41,212,844 △842,84440,370,000

　　　一時預かり保育料収入 663,400 △163,400500,000

　　　特定保育料収入 12,400 487,600500,000

　　　延長保育料収入 1,990,280 9,7202,000,000

　　　都道府県補助金収入（経常経費） 230,000 5,770,0006,000,000

　　　市区町村補助金収入（経常経費） 38,316,764 △7,116,76431,200,000

　　　共同募金配分金 170,000170,000

　　受託事業収入 1,920,876 △1,920,876

　　その他の事業収入 2,415,941 △369,9412,046,000

　　　保育所利用者給食費等収入 1,508,691 △338,6911,170,000

　　　職員給食費収入 739,750 △19,750720,000

　　　職員駐車場収入 167,500 △11,500156,000

借入金利息補助金収入 402,000402,000

　都道府県補助金収入（借入金利息） 402,000402,000

経常経費寄附金収入 247,615 △147,615100,000

　経常経費寄附金収入 247,615 △147,615100,000

受取利息配当金収入 4,679 △1,8792,800

　受取利息配当金収入 4,679 △1,8792,800

その他の収入 144,838 △4,838140,000

　その他の収入 43,250 △31,25012,000

　受入研修費収入 42,000 △12,00030,000

　雑収入 59,588 38,41298,000

事業活動収入計(1) 217,553,195 △24,716,395192,836,800

支出

人件費支出 148,490,810 △6,452,210142,038,600

　役員報酬支出 202,708 97,292300,000

　職員給料支出 47,484,474 9,327,82656,812,300

　　職員俸給支出 37,236,000 6,376,30043,612,300

　　職員諸手当支出 10,248,474 2,951,52613,200,000

　職員賞与支出 18,520,977 △1,120,97717,400,000

　非常勤職員給与支出 58,191,251 △8,091,25150,100,000

　　非常勤俸給支出 50,202,798 △5,852,79844,350,000

　　非常勤諸手当支出 7,988,453 △2,238,4535,750,000

　派遣職員費支出 7,556,041 △7,556,041

　退職給付支出 1,698,600 △272,3001,426,300

　法定福利費支出 14,836,759 1,163,24116,000,000

事業費支出 19,094,968 △729,36818,365,600

　給食費支出 8,459,553 1,029,6479,489,200

　保健衛生費支出 572,880 △312,880260,000
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勘　定　科　目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

　医療費支出 10,040 △10,040

　被服費支出 16,162 △16,162

　保育材料費支出 3,597,287 △2,534,8871,062,400

　水道光熱費支出 3,097,680 1,502,3204,600,000

　燃料費支出 126,000126,000

　消耗品費支出 745,984 △195,984550,000

　器具備品費支出 619,185 30,815650,000

　保険料支出 1,159,740 △254,740905,000

　車輛費支出 590,794 △108,794482,000

　雑支出 225,663 15,337241,000

事務費支出 20,382,763 551,75720,934,520

　福利厚生費支出 579,622 70,378650,000

　職員被服費支出 99,197 △99,197

　旅費交通費支出 26,907 173,093200,000

　研修研究費支出 75,605 209,395285,000

　事務消耗品費支出 143,105 174,395317,500

　器具備品費支出 407,864 △302,864105,000

　印刷製本費支出 443,731 91,269535,000

　燃料費支出 2,0002,000

　修繕費支出 448,943 201,057650,000

　通信運搬費支出 1,055,163 74,8371,130,000

　会議費支出 156,107 802,893959,000

　広報費支出 677,160 △467,160210,000

　業務委託費支出 3,405,093 790,9274,196,020

　手数料支出 142,044 107,956250,000

　保険料支出 266,122 △266,122

　賃借料支出 964,382 190,6181,155,000

　土地・建物貸借料支出 10,691,332 △1,491,3329,200,000

　租税公課支出 128,500 21,500150,000

　保守料支出 434,100 35,900470,000

　渉外費支出 150,000150,000

　諸会費支出 65,500 114,500180,000

　雑支出 172,286 △32,286140,000

支払利息支出 842,125 △13,858828,267

　支払利息支出 842,125 △13,858828,267

事業活動支出計(2) 188,810,666 △6,643,679182,166,987

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 28,742,529 △18,072,71610,669,813

【施設整備等による収支】

収入

【施設整備等による収支】

設備資金借入金収入 3,540,0003,540,000

　設備資金借入金収入 3,540,0003,540,000

施設整備等収入計(4) 3,540,0003,540,000

支出

設備資金借入金元金償還支出 3,540,000 △3,540,000

　設備資金借入金元金償還支出 3,540,000 △3,540,000

固定資産取得支出 687,333 △687,333

　構築物取得支出 345,600 △345,600

　器具及び備品取得支出 341,733 △341,733

施設整備等支出計(5) 4,227,333 △4,227,333

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,227,333 7,767,3333,540,000

【その他の活動による収支】

収入

【その他の活動による収支】

その他の活動による収入 10,000 △10,000
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勘　定　科　目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

　差入保証金収入 10,000 △10,000

その他の活動収入計(7) 10,000 △10,000

支出

積立資産支出 1,200,000 5,800,0007,000,000

　減価償却積立資産支出 4,500,0004,500,000

　人件費積立資産支出 1,300,0001,300,000

　備品購入等積立資産支出 1,200,0001,200,000

　保育所施設・整備積立資産支出 1,200,000 △1,200,000

その他の活動による支出 20,00020,000

　リサイクル預託金支出 20,00020,000

その他の活動支出計(8) 1,200,000 5,820,0007,020,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △1,190,000 △5,830,000△7,020,000

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 23,325,196 △16,135,3837,189,813

前期末支払資金残高(12) 8,674,583 8,224,46416,899,047

当期末支払資金残高(11)+(12) 31,999,779 △7,910,91924,088,860
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