
収　支　計　算　書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚x穀�(監イ汀.Hl 備考 

Ⅰ一般正味財産増減の部 �� �� 

1.経常増減の部 �� �� 

(1)経常収益 �� �� 

受託事業収益 �3�Bﾃ��づ����311,372,171 �"ﾃc3Rﾃ�#�� 

受取配分金 �#c�ﾃ�3津����252,766,997 唐ﾃ#s"ﾃ��2� 

受取材料費等 �#津s��ﾃ����35,808,062 ��#bﾃ�唐ﾃ�c"� 

受取事務費 �#2ﾃ#S津����22,797,112 鼎c�ﾃャ�� 

指定管理受託事業収益 ��2ﾃ�s�ﾃ����ll,917,000 ��ﾃ#SBﾃ���� 

受取配分金 澱ﾃゴ�ﾃ����6,853,614 ��#"ﾃc�B� 

受取材料費等 迭ﾃ3CRﾃ����4,188,567 ��ﾃ�SbﾃC32� 

受取事務費 涛sRﾃ����874,819 ����ﾃ���� 

独自事業収益 �#3"ﾃ����401,932 ��#�c津�3"� 

受取配分金 �#��ﾃ����342,275 ��#�C"ﾃ#sR� 

受取材料費等 ��Rﾃ����29,895 ��#�BﾃンR� 

受取事務費 ��rﾃ����29,762 ��#�"ﾃsc"� 

ふれあい農園事業収益 �"ﾃ���ﾃ����5,045,065 ��#2ﾃ�CRﾃ�cR� 

受取配分金 ��ﾃcS"ﾃ����4,294,380 ��#"ﾃcC"ﾃ3��� 

受取材料費等 �#��ﾃ����376,978 ��#�sbﾃ都�� 

受取事務費 ��Cづ����373,707 ��###Rﾃs�r� 

地域就業機会創出拡大事業収益 ��ﾃS��ﾃ����2,860,886 ��#�ﾃ3c�ﾃャb� 

受取配分金 涛��ﾃ����2,297,383 ��#�ﾃ3途ﾃ3�2� 

受取材料費等 鼎ヲﾃ����353,807 ��3Rﾃ��2� 

受取事務費 ����ﾃ����209,696 ��#唐ﾃc澱� 

高齢者活躍人材育成事業受託収益 田rﾃ����46,252 �#�ﾃsC�� 

高齢者活躍人材育成事業受託収益 田rﾃ����46,252 �#�ﾃsC�� 

労働者派遣事業等受託収益 ��ﾃ�C津����1,573,673 ��#C#Bﾃcs2� 

労働者派遣事業受託収益 ��ﾃ�C津����1,573,673 ��#C#Bﾃcs2�シルバー派遣事業事務受託料 

受取会費 ��ﾃs��ﾃ����1,512,000 ��モﾃ���� 

正会員受取会費 ��ﾃs��ﾃ����1,512,000 ��モﾃ����772名分 

受取補助金等 鉄�ﾃ�3づ����51,138,000 ��� 

受取連合交付金 免ﾂﾃ�3づ����ll,138,000 ���国庫補助金 

受取市補助金 鼎�ﾃ���ﾃ����40,000,000 ���北名古屋市補助金 

雑収益 �"ﾃ����110,432 ��#��づC3"� 

受取利息 ��ﾃ����9,002 ��#づ��"�預金受取利息 

雑収益 ��ﾃ����101,430 ��#���ﾃC3��コピー代､月刊シルバー原稿料等 

経常収益計 �3ィﾃ田rﾃ����385,977,411 ��#�ﾃ���ﾃC��� 

(2)経常費用 �� �� 

事業費 鼎��ﾃ田津����378,814,356 �#"ﾃ�SBﾃcCB� 

支払配分金 �#c�ﾃ�3津����252,766,997 唐ﾃ#s"ﾃ��2� 

支払材料費等 �#津s��ﾃ����23,266,100 澱ﾃCC2ﾃ���� 

支払配分金(指定管理) 澱ﾃゴ�ﾃ����6,853,614 ��#"ﾃc�B� 

支払材料費等(指定管理) 迭ﾃ3CRﾃ����4,188,567 ��ﾃ�SbﾃC32� 

支払配分金(独自) �#��ﾃ����342,275 ��#�C"ﾃ#sR� 

支払材料費等(独自) ��Rﾃ����29,895 ��#�BﾃンR� 

支払配分金(ふれあい農園) ��ﾃcS"ﾃ����4,294,380 ��#"ﾃcC"ﾃ3��� 

支払材料費等(ふれあい農園) �#��ﾃ����376,978 ��#�sbﾃ都�� 

支払配分金(地域就業機会創出拡大事業) 涛��ﾃ����2,297,383 ��#�ﾃ3途ﾃ3�2� 

支払材料費等(地域就業機会創出拡大事業) 鼎ヲﾃ����353,807 ��3Rﾃ��2� 

給料手当 �3"ﾃCSづ����32,190,831 �#crﾃ�c��職員基本給､期末.勤勉､諸手当等 

臨時雇賃金 ��"ﾃ#�2ﾃ����ll,265,358 ��ﾃ�#rﾃcC"�臨時職員貸金 

法定福利費 途ﾃ#3Rﾃ����6,632,364 田�"ﾃc3b�社会保険料等(高齢者活躍現役世代サボ小事業含む) 

退職給付費用 �"ﾃSSRﾃ����1,892,370 田c"ﾃc3��職員退職給付 

福利厚生費 塔�ﾃ����79,576 ��ﾃC#B�職員健康診断料 

旅費交通費 都bﾃ����72,150 �2ﾃゴ��県シ連研修.会議 

通信運搬費 �"ﾃCSbﾃ����1,629,948 塔#bﾃ�S"�郵便料､電話料金等 

減価償却費 �"ﾃ#�rﾃ����2,201,921 迭ﾃ�s��車両等減価償却費 

会議費 ��ﾃS#bﾃ����1,178,838 �3Crﾃ�c"� 

什器備品費 ���0 ���刈払機.トリマー等 

消耗品費 唐ﾃ�Cづ����6,695,682 ��ﾃCS"ﾃ3���事務用品､事業用車両ガソリン代等､30周年記念額菜等 

修繕費 ��ﾃs3�ﾃ����1,672,418 鉄rﾃS�"�自動車.作業用機械修繕費等 

印刷製本費 �"ﾃcsbﾃ����2,468,890 �#�rﾃ����シルバーだより.30周年記念事業等 

賃偲料 途ﾃS唐ﾃ����6,195,831 ��ﾃC�"ﾃ�c��OA機器.駐車場.車両リース.ふれあい農園等 

保険料 澱ﾃ#コﾃ����4,667,005 ��ﾃc�rﾃ涛R�自動車.シルバー傷害保険､賠責保険 

諸封金 都�Rﾃ����431,664 �#s2ﾃ33b�講師謝金､地域班班長.副班長謝金 

租税公課 ��ﾃ#C2ﾃ����1,145,300 涛rﾃs���収入印紙.重量祝.消費税 

委託費 �2ﾃ#�rﾃ����2,163,391 ��ﾃ�S2ﾃc���兼務システム.コピー機保守､30周年記念事業等 

教材費 ���ﾃ����0 ���ﾃ���� 

作業適応訓練費 ����ﾃ����22,006 都rﾃ涛B�講習会費用 

法人業務配分金 ��ﾃ�ヲﾃ����1,035,791 ��S2ﾃ#���施設清掃他 



(単位:円)

科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚x穀�備考 
支払手数料 �3ッﾃ����313,152 都"ﾃイ��金融機関振込手数料 

福利費 ���0 ��� 

雑費 �3釘ﾃ����89,874 �3�Bﾃ�#b�慶弔費等 

管理費 湯ﾃ#Sbﾃ����8,879,564 �3sbﾃC3b� 

給料手当 迭ﾃc��ﾃ����5,671,376 湯ﾃc#B�職員基本給､期末.勤勉､諸手当等 

法定福利費 田32ﾃ����533,381 涛津c���社会保険料等 

退職給付費用 �#c�ﾃ����259,500 鉄���職員退職給付 

福利厚生費 釘ﾃ����3,362 田3��職員健康診断料 

会議費 都づ����76,517 ��ﾃC�2�総会.理事会 

役員等旅費交通費 ��ﾃ#��ﾃ����1,158,000 鼎"ﾃ����役員費用弁償等 

旅費交通費 ��cbﾃ����160,540 迭ﾃCc��役員研修 

通信運搬費 �#Bﾃ����1,968 �#"ﾃ�3"�理事会等通知 

消耗品費 ��S�ﾃ����146,916 �2ﾃ�ィ�総会費用 

印刷製本費 ��#づ����23,500 ���BﾃS���総会議案書 

賃借料 ���"ﾃ����101,052 涛C��パソコンリース料 

保険料 �#S�ﾃ����249,300 都���役員保険 

租税公課 ���0 ��� 

支払負担金 �3SRﾃ����353,600 ��ﾃC���全シ協.連合会会費等 

委託費 ��cBﾃ����109,200 鉄Bﾃ����登記費用､税理士顧問料 

支払手数料 免ﾂﾃ����10,152 塔C��金融機関振込手数料 

雑費 鉄�ﾃ����21,200 �#づ���� 

経常費用計 鼎��ﾃ##Rﾃ����387,693,920 �#"ﾃS3�ﾃ���� 

当期経常増減額 ��##Rﾃ#Sづ����△1,716,509 ��##2ﾃSC�ﾃC���経常収益計から経常費用計を引いた金額 

2.経常外増減の部 �� �� 

(1)経常外収益 �� �� 

車両運搬具売却益 ���0 ��� 

経常外収益計 ���0 ��� 

(2)経常外費用 �� �� 

什器備品除却損 ���0 ��� 

車両運搬具除却損 ��ﾃ����1 涛湯�軽自動車 

経常外費用計 ��ﾃ����1 涛湯� 

当期経常外増減額 ��#�ﾃ����△1 ��#涛�� 

当期-般正味財産増減額 ��##Rﾃ#S津����△1,716,510 ��##2ﾃSC"ﾃC��� 
一般正味財産期首残高 塔rﾃs�rﾃ#�b�87,707,206 ��� 

一般正味財産期末残高 田"ﾃCCづ#�b�85,990,696 ��##2ﾃSC"ﾃC��� 

Ⅱ正味財産期末残高 田"ﾃCCづ#�b�85,990,696 ��##2ﾃSC"ﾃC��� 

収支計算書に対する注記

1投資活動に関する実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 儖ﾉz"�備考 
【投資活動収支の部】 �� �� 
(投資活動収入) �� �� 

特定資産取崩収入 ��"ﾃssbﾃ����12,774,804 ��ﾃ�澱� 

退職給付引当資産取崩収入 �2ﾃ�C2ﾃ����3,141,420 ��ﾃS���職員退職金 

減価償却引当資産取崩収入 ��ﾃ�s2ﾃ����1,173,384 ��#3ィ�軽自動車 

農機具取得資金取崩収入 ���0 �� 

記念事業等運営資金取崩収入 �"ﾃ���ﾃ����2,900,000 �� 

独自事業運営資金取崩収入 �"ﾃsc�ﾃ����2,760,000 ��� 

勢定枝等処理機材取得資金取崩収入 �"ﾃ���ﾃ����2,800,000 ��� 

投資活動収入計 ��"ﾃssbﾃ����12,774,804 ��ﾃ�澱� 

(投資活動支出) �� �� 

固定資産取得支出 釘ﾃ�C�ﾃ����3,618,720 鼎#�ﾃ#��� 

構築物購入支出 ��ﾃ���ﾃ����626,120 �3s2ﾃャ�� 

車両運搬具購入支出 �2ﾃ�C�ﾃ����2,992,600 鼎rﾃC���軽自動車､フォークリフト 

什器備品購入支出 ���0 ��� 

敷金.保証金等支出 澱ﾃ����6,000 ��� 

保証金支出 澱ﾃ����6,000 ���駐車場1台分 

特定資産取得支出 ��"ﾃ3S�ﾃ����12,343,341 澱ﾃcS�� 

退職給付引当資産取得支出 �2ﾃ�C2ﾃ����3,141,420 ��ﾃS���職員退職金 

減価償却引当資産取得支出 �"ﾃ#�rﾃ����2,201,921 迭ﾃ�s��事業用車両等減価償却積立分 

東､酉支所統合資金取得支出 ���0 ��� 

勢定等処理機材取得資金取得支出 ���0 ��� 

農機具取得資金取得支出 ���0 ��� 

独自事業運営資金取得支出 途ﾃ���ﾃ����7,000,000 ��� 

投資活動支出計 ��bﾃ3澱ﾃ����15,968,061 鼎#rﾃ�3�� 


