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令和元年度春圃会決算報告について 

 

１．春圃会全体での事業活動の報告（事業活動収支計算書） 

  法人全体では、介護保険事業収益は７０７，１２５千円となり、対前年度５３，８

３８千円増加しました。この要因は、平成３０年度に開設したケアハウス大谷春圃苑、

春圃苑大谷デイサービスセンター及びしゅんぽえんの保育所の稼働が順調に伸びたこ

とによるものです。 

  受託事業収益は９，３７４千円となり、対前年度とほぼ同額でした。 

  指定管理受託収益は当該施設を取得したこと及び生産物の売上金を気仙沼市に全額

納付することになったため５，６０６千円の減少となりました。ただし、健康農園で

実施する一般介護予防事業は継続しているため、受託料の４，５００千円は指定管理

受託収益から介護保険事業収益の介護予防・日常生活支援総合事業収益に変更となり

ました。実質の減少はバリアフリー体験学習館の受託料と農産物収益を合わせた１，

１０６千円となります。 

  老人福祉事業収益は４３，９８０千円となり、対前年度１４，９９１千円増加し、

この要因は前述と同様です。 

  保育事業収益は２０，７３５千円となり、対前年度９，１９３千円増加しました。

これも前述のとおり稼働率の向上に伴う増加と、前年度課題としていた連携推進加算

による補助金交付を受けたことによるものです。 

  経常経費寄附金収益は５７４千円となり、対前年度１，０４３千円減少しました。 

  サービス活動収益額は７８１，７９８千円となり、対前年度７０，４３７千円増加

し、前々年度からは１５８，５４８千円増加しております。 

  人件費は５１５，９２９千円となり、対前年度２０，００２千円増加しました。こ

の要因は、新規事業に伴う体制は既に整備しておりましたが、若干の体制不足分を今

年度整備したことによるものです。なお、サービス活動収益に対する人件費割合は６

６．０％となりました。 

  事業費は１３０，１９７千円となり、対前年度５，６５２千円増加しました。この

要因は、新規事業（ケアハウス大谷春圃苑・春圃苑大谷デイサービスセンター・しゅ

んぽえんの保育所）が軌道に乗ったことに伴う経費の増加です。 

  事務費は３８，９６７千円となり、対前年度１，７０６千円増加しました。この要

因も新規事業によるものです。 

  減価償却費は７６，５０４千円となり、対前年度４，１８４千円増加しました。こ

の主な要因は気仙沼市から事業用建物を取得したためです。 

  国庫補助金等特別積立取崩額は２３，９００千円となり、対前年度３，９１６千円

増加しました。この要因も前述と同様、気仙沼市から取得した建物を国庫補助金特別

積立金に積み立てた積立額のうち、今年度分を取崩したことによるものです。 

  大谷新規事業に係る支払利息は１，８２１千円となりましたが、借入金利息補助金

収益は１，３２２千円となったため、実質利息額は４９９千円となりました。なお、

借入・利息補助ともに気仙沼信用金庫を利用したことによるものです。 

  施設整備等補助金収益は、６９，６９９千円となり、内訳は、前述した気仙沼市か
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らの事業用建物の取得が６２，３６９千円、ロボット等介護機器導入支援事業補助金

が７，３３０千円となります。 

  なお、気仙沼市から取得した事業用建物は、無償譲渡でしたが、残存価格を積算し、

会計上の処理として、残存価格を補助金収益に計上し、更に同額を国庫補助金特別積

立金積立額に積立てました。 

  国庫補助金等特別積立金積立額は７２，０８６千円となり、施設整備等補助金収益

を２，３８７千円上回った理由は、前年度、補助金収益計上のみ行った発電機整備事

業が完了し、今年度当該金額を国庫補助金等特別積立金に積立てたためです。 

  法人全体での当期活動増減差額は４１，６２８千円となり、対前年度３８，８７２

千円増加し、次期繰越活動増減差額は５５５，７２９千円（前年度５１４，１０１千

円）となりました。 

 

２．春圃会全体での財産状況（貸借対照表内訳） 

  資産の部合計額は１，３１８，２１０千円となり、対前年度７０，０６９千円増加

しました。 

  流動資産は２７１，８１２千円となり、対前年度３３，４７０千円増加しました。

主な要因は、預金現金が２２，９３８千円、事業未収金と未収補助金の合計が１０，

６６６千円増加したためです。 

  固定資産は１，０４６，３９８千円となり、対前年度３６，５９８千円増加しまし

た。主な要因は、気仙沼市から取得した指定管理施設の建物及び土地の増加と補助金

を受けて実施した発電機及び電動ベッド等の設備(器具・備品)の整備によるものです。 

  基本財産は８８４，５３９千円となり、対前年度１，７３９千円増加しました。こ

の増加額は、取得した指定管理施設のうちデイサービスセンターの建物と土地を基本

財産に組入れたことによるもので、建物及び土地の増加分と減価償却額との差額です。 

  その他の固定資産は１６１，８５８千円となり、対前年度３４，８５９千円増加し

ました。主な要因は、前述同様、気仙沼市から土地及び建物の取得で対前年度２０，

８１９千円、ベッド等の更新に伴う器具及び備品１２，８３７千円の増加です。 

  負債の部合計額は２７３，９３３千円となり、対前年度１９，７４５千円減少しま

した。 

  流動負債は６９，６３０千円となり、対前年度５，８４３千円減少しました。この

要因は、２月分の社会保険料納付が、今年度は、年度内に行われたことにより預り金

が減少したためです。 

  固定負債は２０４，３０３千円となり、対前年度１３，９０２千円減少しました。

これは、令和２年度返済予定額を流動負債に振替えたためです。 

  基本金は１９２，５２７千円で増減はありませんが、これまで社会福祉事業小泉拠

点区分内の３サービス区分会計で固定資産管理していた春圃苑建物本体を施設会計に

集約させ、同時にサービス区分内での基本金の組替えを行いました。 

  国庫補助金等特別積立金は減価償却費と合わせて取崩しましたが、気仙沼市からの

事業用建物及び土地の取得、これに他の施設整備補助金収入を積み立てた結果、２９

６，０１９千円となり、対前年度４８，１８６千円増加しました。 

  純資産の部の合計額は、対前年度８９，８１４千円増加し１，０４４，２７６千円
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となり、初めて１０億円台に乗ることとなりました。 

３．サービス区分ごとの決算結果（事業活動内訳） 

 （１）本部会計の決算結果 

  本部会計については、寄附金は５７４千円で、対前年度１，０４３千円減少しまし

た。 

  人件費は８３４千円となり、役員報酬が７３６千円で、対前年度１６千円増加しま

した。また、役員退職慰労引当金９８千円を繰入れました。 

  事業費は２２０千円となり、対前年度７０千円減少となりました。事業費支出は地

域支援活動費のみで、令和元年１０月に発生した台風１９号被害の義援金と宮城県本

吉響高等学校及び赤十字奉仕団四ツ葉会への活動助成金です。 

  事務費は３，７３１千円となり、対前年度５９７千円増加しました。この要因は、

福利厚生費で新規事業に伴う資金確保のため減額していた職員親睦会友圃会への助成

金を例年通りに戻したことで５００千円増加したためです。 

  減価償却費は１８２千円となり、対前年度９０１千円減少しました。また国庫補助

金等特別積立金取崩額も０円となり、対前年度５６０千円減少しました。いずれも、

基本財産を施設会計に移管したためで、詳細な説明は後述のとおりです。 

  拠点区分間繰入金収益は、津谷デイ会計から１５，０００千円を事業用地取得資金

として繰入れしました。 

  サービス区分間繰入金収益は１３，０００千円となり、施設会計から５，０００千

円、ユニット会計から６，０００千円、小泉デイ会計から２，０００千円で、主に事

業用地取得費用として繰入れました。 

  サービス区分間固定資産移管収益及び費用は、社会福祉事業小泉拠点区分内での資

産管理を再構築したもので、これまで春圃苑の建物を本部会計サービス区分、施設会

計サービス区分及び小泉デイ会計サービス区分で分割して資産管理していましたが、

本来管理すべき施設会計に一本化したことに伴う会計上の処理で、社会福祉事業小泉

拠点区分全体では、移管収支ゼロとなります。 

  なお、基本金の増減、減価償却費及び国庫補助金等特別積立金取崩額の要因は、施

設会計及び小泉デイサービス会計で共通しており、内容が同様のため、他の会計での

説明を省略します。 

  当期活動増減差額は１７，３７４千円となり、次期繰越活動増減差額は１１，６２

３千円となりました。 

 

 （２）施設会計の決算結果 

  施設会計については、介護保険事業収益は２１６，６３３千円となり、対前年度５，

５１７千円増加しました。主な要因は、１０月から開始された特定介護職員処遇改善

加算を算定したこと及び長期利用者の入院日数の減少と退所から入所までの空床期間

の減少により延べ利用日数が年間１５５日増加したためです。 

  人件費は１４６，０４３千円となり、対前年度６，４３５千円増加しました。この

要因は、会計間での按分経費の見直しによるものです。 

  事業費は４１，４４１千円となり、対前年度９８５千円増加しました。この要因は、
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食材料費の高騰によるものですが、一昨年度、電力会社を変更したことで１年を通し

た結果、水道光熱費が大きく削減することができました。 

  事務費は１０，７００千円となり、前年度とほぼ同額です。 

  減価償却費は１５，２３８千円となり、対前年度１，１８６千円増加し、国庫補助

金等特別積立金取崩額は６，３７２千円となり、７４４千円減少しました。主な要因

は、本部会計の決算結果で説明した資産管理の移管に伴うものです。 

  施設整備等補助金収益は宮城県からロボット等介護機器導入支援事業補助金７，３

３０千円を受け、見守りセンサー付きのベッド４０台とナースコールの整備を行いま

した。 

  国庫補助金等特別積立金積立額は、９，７１７千円を積立てました。１つは前述し

たロボット等介護機器導入補助金７，３３０千円で、もう１つは前年度事業完了しな

かったため、積立てしなかった発電機整備事業補助金２，３８７千円です。 

  サービス区分間繰入金費用は本部会計へ５，０００千円を事業用地取得資金として

繰出しました。 

  施設会計における当期活動増減差額は２，８００千円となり、次期繰越活動増減差

額は△６，１１１千円となりました。 

 

 （３）ショート会計の決算結果 

  ショート会計については、介護保険事業収益は４５，１７１千円となり、前年度と

ほぼ同額です。支出経費は、施設会計との収入実績割合での按分で、１７．５％を負

担しました。 

  ショート会計における当期活動増減差額は１，９７９千円となり、次期繰越活動増

減差額は７，０９７千円となりました。 

 

 （４）ユニット会計の決算結果 

  ユニット会計については、介護保険事業収益は１０６，２５０千円となり、対前年

度５９０千円減少しました。この要因は、長期入居者の延べ利用状況から見た平均介

護度が４．３から４．１に下がったためです。 

  人件費は６２，３５６千円となり、対前年度３，０５０千円増加しました。この要

因は、非常勤職員を減らし正規職員を配置したことによるものです。 

  事業費は１７，４２０千円となり、対前年度３７３千円増加しました。この要因は、

おむつ使用量が増加して介護用品費が増加したこと及び装飾用ＬＥＤ電気を購入した

教養娯楽費の増加分です。 

  事務費は３，８９８千円となり、対前年度５９５千円増加しました。これは、職員

の知識、技能向上に係る研修研究費が２７４千円増加したことが主な要因です。 

  減価償却費は１５，２１７千円となり、対前年度１，８７２千円減少し、国庫補助

金等特別積立金取崩額も２，８０４千円となり、対前年度１，０２８千円減少しまし

た。 

  繰入金費用は１５，０００千円で、内訳は拠点区分間として大谷デイ会計へ５，０

００千円、サービス区分間として本部会計へ６，０００千円、在介会計へ４，０００

千円を事業用地取得資金及び運転資金として繰出しました。 
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  ユニット会計における当期繰越活動増減差額は△４，８４７千円となり、次期繰越

活動増減差額は２１２，９８５千円となりました。 

 

 （５）在介会計の決算結果 

  在介会計については、介護保険収益は５０千円で、宮城県老人福祉施設協議会から

の介護フェスティバルに係る運営助成金です。 

  受託事業収益は２１２千円となり、対前年度５６千円減少しました。これは、実態

把握事業の件数が減少したためです。 

  人件費は２，３４１千円となり、対前年度８２０千円減少しました。これは人事異

動による配置職員の変更によるものです。 

  事業費は９９８千円で、対前年度１３８千円増加しました。これは、車輌費の車輌

法定点検費用によるものです。 

  事務費は２３０千円となり、対前年度１９５千円減少しました。この要因は、前年

度支出した傾聴ボランティアの活動開始に伴う準備経費が今年度は無かったためです。 

  この会計は、社会福祉法人の地域貢献活動に資する事業に係る会計で、独立採算が

困難なので、運転資金をユニット会計から、サービス区分間繰入金収益として４，０

００千円を繰入れました。 

  在介会計の当期活動増減差額は６９２千円となり、次期繰越活動増減差額は１，４

７２千円となりました。 

 

 （６）小泉デイ会計の決算結果 

  小泉デイ会計については、介護保険事業収益は８９，３６８千円となり、対前年度

９３５千円減少しました。この要因は、利用者の減少によるもので、延べ利用人数は

対前年度９７％となりました。 

  人件費は５６，２５６千円となり、対前年度１，７２７千円増加しました。この要

因は、正規職員配置数の増加に伴うものです。また、春圃苑ヘルパーステーション及

び春圃苑健康農園への兼務職員の人件費については、按分により繰入れました。 

  事業費は１４，０７８千円となり、対前年度１８１千円減少しました。この要因は、

主に車輌法定点検台数により増減する車輌費及び暖冬に伴う灯油代の減少による燃料

費の減少です。 

  事務費は２，８４１千円となり、対前年度１４８千円減少しました。これは、バリ

アフリー体験学習館の譲渡に伴い、当該施設に係る管理経費を見直し、通信運搬費、

業務委託費が減少したためです。 

  減価償却費は６，６５１千円で、対前年度６，１２６千円増加したほか、国庫補助

金等特別積立金取崩額は５，２６６千円で、対前年度５，０１２千円の増加となりま

したが、いずれも小泉デイサービスセンター及び春圃会研修センター（旧バリアフリ

ー体験学習館）の譲渡に伴い、固定資産が増加したことによるものです。 

  サービス区分間繰入金費用は２，０００千円で、本部会計へ事業用地取得費用とし

て繰出しました。 

  サービス区分間固定資産移管収益費用は、本部会計での説明のとおりです。 

  小泉デイ会計における当期活動増減差額は１８，９３８千円となり、次期繰越活動
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増減差額は３５，００７千円となりました。 

 （７）訪問会計の決算結果 

  訪問会計については、介護保険事業収益は２０，３６１千円となり、対前年度２７

３千円増加しました。この要因は、１０月から開始された特定介護職員処遇改善加算

を算定したためです。 

  人件費は１４，１４８千円となり、対前年度４９９千円減少しました。この要因は、

会計間の按分経費の見直しによるものです。 

  事業費は１，５０５千円となり、対前年度６４２千円減少しました。この要因は、

車輌法定点検が１台しかなかったため車輌費が減少したためです。 

  事務費は３９８千円で、対前年度１０７千円減少しました。これは、少ない金額で

すが、殆どの科目において対前年度で減少したことによるものです。 

  減価償却費は４４９千円で、対前年度１３０千円増加しました。要因は、昨年度と

今年度期中に購入した訪問用中古軽車輌２台分の減価償却費です。 

  当期活動増減差額は１，８６０千円となり、次期繰越活動増減差額は８，９６７千

円となりました。 

 

 （８）２４時間訪問会計の決算結果 

  ２４時間訪問会計については、前年度から引続き利用者がおらず介護保険事業収益

はありませんでした。 

  人件費及び事業費は発生しておりません。 

  事務費は３７千円となり、対前年度１８千円減少しました。利用者はおらず、通信

機器に係る費用のみです。 

  減価償却費、国庫補助金等特別積立金取崩額、共に８４３千円となりました。 

  拠点区分間繰入金費用は、１，３００千円となり、前期繰越活動増減差額からケア

ハウス会計へ繰出しました。 

  当期活動増減差額は１，３３７千円となり、次期繰越活動増減差額は３２６千円と

なりました。 

 

 （９）津谷デイ会計の決算結果 

  津谷デイ会計については、介護保険事業収益は９４，８８５千円となり、対前年度

１，４０４千円減少しました。この要因は、年間利用延べ人数が７３７人減少したこ

とによるものです。 

  利用者数については１日当たりの平均利用者数は２７．６人となり、前年度２９．

７人に対して△２人となりました。利用定員の変更と平成３０年度に開設した春圃苑

大谷デイサービスセンターに、利用者様の一部が変更したこと等が要因です。 

  人件費は５８，４４２千円となり、対前年度５，５１４千円減少しました。この要

因は、利用定員の変更と変更に伴う職員の減員配置によるものです。 

  事業費は１６，０７７千円となり、対前年度７５０千円減少しました。これは、車

輌法定点検時期に起因する車輌費の減少と平均利用者数の減少に伴う水道光熱費の減

少によるものです。 
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  事務費は３，０２４千円となり、対前年度３０１千円減少しました。職員の研修参

加費用等の研修研究費は４３０千円（前年度１８６千円）と増加しましたが、業務委

託費や印刷製本費の減少と、事務費全体が平均的に減少したことによるものです。 

  減価償却費は５，８８３千円となり、対前年度６６７千円減少しました。 

  固定資産売却損・処分損は１４１千円となり、これは、台風１９号で看板が破損し、

修繕不可能となったため、処分損で除却しました。なお、令和２年度内に新たな看板

を設置する予定です。 

  繰入金費用は２７，０００千円で、内訳は事業区分間として生活援助員会計へ１，

０００千円、拠点区分間として本部会計へ１５，０００千円、ケアハウス会計へ８，

０００千円、大谷デイ会計へ３，０００千円を事業用地取得資金及び運転資金として

繰出しました。 

  津谷デイ会計における当期活動増減差額は△１５，６６１千円となり、次期繰越活

動増減差額は９０，２０９千円となりました。 

 

 （10）居宅会計の決算結果 

  居宅会計については、介護保険事業収益は３１，２０８千円となり、対前年度２，

２１８千円増加しました。この要因は、年間利用延べ人数が２，１４４人となり、対

前年度４３人増加したことと、受託単価の低い要支援者が減少し、要介護者の件数が

増加したことによるものです。 

  人件費は２５，７３１千円となり、対前年度４，０４６千円増加しました。この要

因は、平成３１年３月と令和２年３月にそれぞれ職員１人の合計２人を増員したこと

によるものです。 

  事業費は２，０７４千円となり、対前年度３６８千円増加しました。この主な要因

は車輌費の増加で、車輌法定点検費用３台分とタイヤの購入によるものです。 

  事務費は１，７２４千円で、前年度とほぼ同額です。 

  減価償却費は法定耐用年数を経過したため発生は無く、２３９千円の減少となりま

した。 

  事業区分間繰入金費用は３，０００千円で農園会計へ運転資金を繰出しました。 

  居宅会計における当期活動増減差額は△１，３２２千円となり、次期繰越活動増減

差額は８，７６４千円となりました。 

 

 （11）ケアハウス会計の決算結果 

  ケアハウス会計については、介護保険事業収益が４９，２３１千円で、対前年度１

７，７２８千円、老人福祉事業収益が４３，９８０千円で、対前年度１４，９９１千

円増加しました。老人福祉事業収益の内訳は、家賃に相当する管理費収益が１０，８

７９千円（前年度７，１７７千円）、事務費本人負担、水道光熱費及び食費が該当する

その他の利用料収益が１６，９１８千円（前年度１２，２２５千円）、ケアハウス事務

費補助は１６，１８２千円（前年度９，５８５千円）となりました。 

  サービス活動収益計では９３，２１８千円となり、対前年度３２，７２７千円増加

しました。この要因は、稼働率の向上によるもので、今年度の稼働率は９６．９％（前

年度６５．１％）となりました。 
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  人件費は６０，００４千円で、対前年度１２，３３６千円増加しました。この要因

は稼働率の向上に合わせ職員の配置増を行ったことによります。 

  職員の殆どを大谷デイサービスセンターと兼務発令しており、配置状況に合わせ経

費按分をして計上しました。なお、ケアハウス大谷春圃苑では、事務費補助の関係上、

勤続年数の長い職員を配置し、サービスの質だけでなく、民改加算率が有利となるよ

う意図的に職員を配置し、結果、最も高い加算率（１５％増）で民改加算を取得しま

した。 

  事業費は１２，６４７千円となり、事務費は５，３３５千円となりました。今年度

１年を通じて安定して稼働できた結果、今年度の事業費・事務費の金額が、今後の経

営上の費用のベースになるものと考えております。 

  なお、事業費及び事務費のうち大谷デイサービスセンターとの共通経費は、支出項

目に応じて、建物面積又は延べ利用者数により按分しました。 

  減価償却費は２０，３１９千円となり、国庫補助金等特別積立取崩額は６，８１３

千円となり、前年度とほぼ同額です。 

  支払利息は１，３８４千円となりましたが、借入金利息補助金収益が１，００４千

円となったため、実質利息額３８０千円となります。 

  拠点区分間繰入金収益は津谷デイ会計から８，０００千円、２４時間訪問会計から

１，３００千円を運転資金として繰入れました。 

  当期活動増減差額は１０，６８０千円となり、次期繰越活動増減差額は９８，２６

１千円となりました。 

 

 （12）大谷デイ会計の決算結果 

  大谷デイ会計については、介護保険収益が４９，４６５千円となり、対前年度２６，

５９７千円増加しました。これは順調に利用者数が増加したためで、今年度の平均利

用者数は１３．７人（前年度７．２人）となりました。ただ、定員に対する稼働率は

４９．２％（津谷デイ７９％・小泉デイ７２％）のため、今後、特色を持ったサービ

ス提供や旧本吉町に隣接した市内地域の利用者を獲得することにより、稼働率が高ま

るものと期待しております。 

  人件費は３４，９８１千円となり、対前年度３，２６６千円増加しました。人件費

については前述のとおりケアハウス会計との按分により計上しました。 

  事業費は６，３５７千円となり、事務費は１，４２１千円となりましたが、更に稼

働率が高まることで、増加していくものと推測されます。 

  減価償却費は８，８５２千円となり、対前年度６５３千円増加しました。これは車

輌１台を増車したためです。 

  支払利息は４３７千円となりましたが、借入金利息補助金収益が３１７千円となっ

たため、実質利息額１２０千円となります。 

  拠点区分間繰入金収益はユニット会計から５，０００千円、訪問会計から２，００

０千円、津谷デイ会計から３，０００千円を運転資金として繰入れました。 

  当期活動増減差額は７，７８２千円となり、次期繰越活動増減差額は５９，６０２

千円となりました。 
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 （13）生活援助会計の決算結果 

  生活援助員会計については、気仙沼市からの生活援助員受託収益（受託料）として

９，１６１千円受けました。 

  人件費は５，６７７千円、事業費は２，４２６千円となり、前年度とほぼ同額です。 

  事務費は１，４１３千円で、対前年度１５６千円増加しました。主な要因は、消費

税の増税に伴い納税額が増加したことによる租税公課費が増加したためです。 

  事業区分間繰入金収益は、津谷デイ会計から１，０００千円を運転資金として繰入

れました。 

  生活援助会計における当期活動増減差額は６５３千円となり、次期活動増減差額は

１，６３７千円となりました。 

 

 （14）農園会計の決算結果 

  健康農園会計については、当該施設の譲渡に伴い、収益科目が指定管理受託収益か

ら介護保険事業収益の介護予防・日常生活支援総合事業収益に変更しました。受託料

は、前年度と同額の４，５００千円ですが、生産物の売上金は気仙沼市に全額納付す

ることになりました。 

  人件費は２，６５１千円となり、対前年度１，１８８千円減少しました。この要因

は、配置職員の異動によるものです。職員は全員兼務で、人件費は在宅介護支援セン

ター、小泉デイサービスセンターと按分して負担しました。 

  事業費は１，３２３千円となり、前年度とほぼ同額となりました。 

  事務費は９１０千円となり、対前年度２８３千円減少しました。これは、業務委託

費の減少で、農業指導員の業務委託日数の減少によるものです。 

  国庫補助金等特別積立金取崩額及び施設整備等補助金収益は共に 1 円となりました。

これは気仙沼市から健康農園の建物が無償譲渡されましたが、法定耐用年数が経過し

ていたため、備忘価格 1 円を固定資産計上し、更に同額を国庫補助金等特別積立金と

して積立て、今年度分として国庫補助金等特別積立金積立額を取崩したためです。 

  事業区分間繰入金収益は、居宅会計から３，０００千円を運転資金として繰入れま

した。 

  農園会計における当期活動増減差額は２，６１３千円となり、次期繰越活動増減差

額は２，８０２千円となりました。 

 

 （15）保育会計の決算結果 

  保育会計については、保育事業収益は２０，７３５千円となり、対前年度９，１９

３千円増加しました。内訳は運営補助金１７，８６７千円、利用者負担金２，８６７

千円です。増加の主な要因は、連携推進加算の申請を９月から開始したことと、月極

保育の利用者が１３人となり、稼働率が対前年度２０９％増加したことによります。 

  人件費は１５，７７６千円となり、５５９千円増加しました。平成３０年９月から

保育士１人が産休・育児休業を取得し、令和元年度は当該１人分の人件費は全く発生

しませんでしたが、８月から新たに連携推進加算の算定要件となる事務員１人を採用



－１１－ 

したこと、調理員の人件費を施設会計に按分負担したこと、これに委託業務としてい

た管理者（所長）を、非常勤職員として取り扱うこととしたことが要因です。 

  事業費は３，３９０千円となり、５１１千円増加しました。主な要因は、利用者数

の増加に伴う経費の増加及び施設会計との光熱水費の按分を行ったためです。 

  事務費は１，０７８千円となり、１，１３５千円減少しました。主な要因は、人件

費で説明した支出科目の見直しによるものです。 

  減価償却費は２，８６６千円、国庫補助金等特別積立金取崩額が１，７９８千円と

なりました。 

  当期活動増減差額は△５７８千円（前年度△９，８１９千円）となり、次期繰越活

動増減差額は２３，０８１千円となりました。 

 


