
事　業　活　動　収　支　計　算　書

（自）平成25年　4月1日　（至）平成26年、3月　31日 第3号様式

［法人合算］

勘　定　科　目　　　　　要　本年度決算 ����前年度決算 �増　　減 

津簑訟∵∵二二二二二守等器 ����147，437，00 �－365，930 147437　00 �－365　930 

9，585，68 �－194，840 竜　　私的契約利用収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　939084 

タ　　　私的契約利用料収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，390，840 ����9，585，68 �－194　840 

経常経費補助金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27，416，56 ����25　74196 �1674　599 

収　経常経費補助金収入　　　　　　　　　　　　　　　27，416，56 ����25，741，96 �1674599 

601，14 �132，652 寄附金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　733，79 

屋入 ��秦野重厚し．．．．山叫．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　733，79 ��601，14 �132，652 

1，713，882 �482，370 2，196，25 

雑収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2196252 ����1713　88 �482　370 

引当金戻入収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…仙ふ…エー．・8，223，558 ��0 �8　223　558 

言国憲悪霊霊宝孟宗霊宝霊霊廟額　　　　〕霊… ����0 �8　223　558 1，514，255 �100　326 

事業活動収丸紳田∴‥ニ �言主：紙一朗心細 �‡．・1二二．諏6；溝9む三9痴 �辛抽■㌻＝05え．‥；735 

要　　A佳佳真裏」・　　　　　　　　　　　靂148，151，114 ����142，849，957 �5　301157 
66，204，400 �2，236，300 

屋　　職員俸給　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68，440，700 

職員諸手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36898668 ����37　991167 �－1092　499 

非常勤職員給与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22，807，495 ����22，081，090 �726　405 

退職金　　　　　　　　　3，950，568 妻　退職共済掛金　　　　　　　1，072，800 ����－130，842 �4，081410 

1，028，100 �44，700 

15，676，042 �－695，159 法定福利費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，980，883 

招豪姦＋・　　十竃 ����7，646，831 �650，876 
365，538 87，975 �396，962 －70，675 

≡活　　研修費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59，600 ����98，300 �－38　700 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，874 ��54　978 �－46104 

器具什器費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　173420 ����140，219 �33　201 

印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42，500 ����0 �42，500 16，432 －256，701 50，977 

支　　　水道光熱費 ���75，504 �59　072 

修繕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　482，248 ����738　949 

の　　通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　704，403 ����653，426 

部　　会議費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557，554 ����373，534 �184020 

支　広報費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26，000 ����5，000 �21000 

蔓 ��業務委託費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，564，745 ��880，000 �684，745 

710　　　　　11，181

土地・建物賃借料

1，575，88 1，712，52

23，055，57 21，438，490 1，617，083

消耗品費

器具什器費

1，107，521

496，341



汗慧軋・・・・州・……　　　　　蔓　2莞莞 ������������������2，075，30 ����－63，100 469，59 ����13 ����，17 �0 0 

事属　　葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26250 ������������������ ����26，25 

支　雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120262 �����������������161，52 ����－41262 

動　　減価償却費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，392，28 ������������������3　302　02 ����90　259 

収出　減価償却費　　　　　　　　　　　　　　　　要　　3，392，281 ������������������3，302，02 ����90，25 �����9 

の　引当全 部　退職 ����繰入 �����‾1，594 ��������声早写 ，352 �2，115，32 2，115，32 ����－520，974 －520，974 

給与引当金繰入 �����1，594 

差．…・…≡㌻≡＿ ��専業滴劫支由諌≡ ���� �� �＝‥‾こ‾寸紙■49 ��������如 �章1‥77＿諸政≡＝6 ��� �二言も＿‡ ���3料■4 �� 

T‾　‾－　‾ �������������34 �：二二■■－‡乱≡241＝■こ…3 ��� �‥章一2■：9 ���ユ4＝‾＝■3－ 

借入金利畠補助金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107100 ������������������122　40 ����－15　300 

借入金利息補助金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107， �����������������100 �122，40 ����－15　300 

収受取手l ����息配当金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 �������������527 �7，5 ���13 �4，014 

妻活人経霊芝芸悪霊芙霊芝芸　　　　　　一書　2誌喜喜Z ������������������7，5＿13 300，000 ����4，014 －100，000 

経理区分間繰入金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200，000 ������������������300，000 ����－100，00 �����0 

二　一一＿‾‾－P �4て＿一二 ��� �� ������ �＝：＝1＿二．．－42．i＝二．13 ����∫　　一二＿・＿一三＿一千1て ���11－■－＿2＄6 

海人金利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　董　　107，100 ������������������122　400 ����－15，300 

支　借入金利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107，100 ������������������122，400 ����－15　300 

支　経理区分間 �����繰入金支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200，000 �������������300，0 ���00 �－100，000 

出 ��経理 ��区分間繰入金支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200000 ��������������300　0 ���00 � ��100　000 

義妹 �．越 �料． � � � � � � �� ��� � � �こ‾一二十42去≡＝4 �如 � ���5■‥ �‡‡30 �0 ．LH二， �������� 

鞘「 �� ��� �額－（防≒（ �� � �������� � ��� � ���五■：b・i �� ‾　J �������� �．・I■． ���� � 

・廟二涙鉦 �� � ��������：‡…i融 � ��� � ���転衰 �� 

常 �� ���� �：二二：12： �������二・■‥壬67≡‾ ��■■：　　　▲二 ��� �lこ 

蔓 ��森永 � �大嶽 � � �� � � �貰 ������ � ���≡や � ��� �� 

童　固定資産売却損・処分損（売却原価）　　　　　　　　　　　　　4，116 ������������������0 ����4116 

収≡　　器具及び備品売却損・処分損（売）　　　　　　　　　　　　　　　　　4， �����������������116 � ���0 �4，116 

支　国庫補助金等特男 ������積立金積立額　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，790，000 ������������ ���0 � �1，790，000 

部 ��特別一㍍ ��坦艶曳 �（9〉三二三＿・ � �� � �� � � � �：ンこも遡 �� � ��� � ��� � � 

「 �� �� �� �� � ��� ����� � ��� � ��� �� ・＝こ．　・－・‘ �� � �������� � �� � �．・I∴ ���■ �・≡1二1 

1°■・・㌻＝嶺知 ��濾胞 ��真義観山 ��・妄約束 �� � ��十鳥銃 �����腐麗 �臆．． �圭瑠診藤諸 ��� �享五≡ ���4‥‡ �衰 � 

緬知 �� �� � � �� � ����� ���衰 �章藩藩的沌 ��� � ���鼓扇 �� 三：‥1jL；・五‾ ��；2 

二■血涙 �� � ��������蕗 � ���i �予五・4‾ ���誠・÷： �．こね二 �7 

当期 ��末 ��活動 � ����三1汗舘公立 �� �－■∴≡狐二≡3亜 ������雷1‥む躯むが 

基本金殿廟靡烏 琵■墓本金埠入翠車 ・その他の積立金 �����4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 �������������0 ����0 

5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 �������������3815 ���0 7 �0 

取崩額（16）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 �����������������－38，157 

堅……．．志冨芸芸 ����立金取崩額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 ��������������13，＿寧9 ���5 2 �‾．1声＿， －21， ����895 612 
入積立金取崩額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．▲．9 ��������������21，61 

2，650≡ ����－2，650 

曇・妄讐霊慧去悪霊芸課金柳　　　　　川，岩音3 5，001，425 ����－10　001 ����42 �5 

366 ����－36 �����6 部・・・・・意慧芸芸芙悪霊蓋霊草額　　　　　・十　・・・・・・・・・g 
731 ����‾731童 
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