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収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

（単位：千円）

△ 108

△ 108

△ 6,542

△ 14,497

△ 3,166

△ 3,000

△ 167,064

△ 22

△ 22

△ 109

△ 56

△ 210

△ 4,399

△ 421

△ 4,400

△ 16

科        目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

  １．経常増減の部

    (1) 経常収益

        基本財産運用益

          基本財産受取利息
        特定資産運用益

          退職給付引当資産受取利息

          財政調整基金資産受取利息

        受取補助金等

          受取国庫補助金

          受取都補助金

          受取補助金振替額

          受取民間補助金

        事業収益

          シルバー派遣事業収益

          高齢者活躍人材育成事業収益

          障害者委託訓練事業受託収益

          しごとセンター等受託事業収益
          若年者地域連携事業受託収益

          シルバー保険事業収益

        基金事業収益

          緊急就職支援事業基金事業収益

          若者就職応援基金事業基金事業収益

          長期離職者再就職支援事業基金事業収益

          高齢者職域開拓モデル事業基金事業収益
          女性再就職応援助成金事業基金事業収益

          職務実習型正規雇用化支援事業基金事業収益

        受取負担金

          受取負担金

          受取負担金振替額

        受取寄付金

          受取寄付金

        雑収益

          雑収益

        経常収益計

    (2) 経常費用

        事業費

          シルバー人材センター事業費

            臨時雇賃金

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            支払助成金

            租税公課

            支払利息

            減価償却費

          就業機会確保費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費
            会議費

            印刷製本費
            通信運搬費
            手数料
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△ 17

△ 300

△ 43

△ 44

            委託費
            賃借料
   　　　就業基盤整備費

            旅費交通費

            諸謝金

            通信運搬費

　　　　シルバー派遣事業費

            法定福利費

            臨時雇賃金

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            租税公課

         高齢者活躍人材育成事業費

            法定福利費

            臨時雇賃金

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            賃借料

            支払負担金

            租税公課

         人材情報整備事業費

            委託費

　　　　福祉・家事援助サービス事業費

            臨時雇賃金

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            通信運搬費

            委託費

            賃借料

            支払助成金

         広域提案事業費

            臨時雇賃金

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            委託費

            賃借料

            支払負担金

          会員拡大支援費

            支払助成金

          能力開発費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            修繕費

            通信運搬費

科        目 当年度 前年度 増減
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△ 17

△ 1,409

△ 2,251

△ 3,427

△ 507

△ 5,569

△ 17

△ 783

△ 27,814

△ 50,323

△ 8,653

△ 582

△ 12,683

△ 1,000

△ 183

△ 3,424

            委託費

            賃借料

            消耗什器備品費

            減価償却費

          調査研究・普及啓発費

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            委託費

          総合コーディネート事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            支払助成金

            減価償却費

            賞与引当金繰入額
          障害者委託訓練事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            租税公課

            賞与引当金繰入額

          しごとセンター運営費

            職員給料

            諸手当

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            臨時雇賃金

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            修繕費

            減価償却費

            通信運搬費

            手数料

            光熱水料費

            委託費

            賃借料

            工事費

科        目 当年度 前年度 増減

            消耗什器備品費

            支払負担金

            租税公課

            支払利息
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△ 3,166

△ 175

△ 193

△ 4,180

△ 2,013

△ 21

△ 74

△ 167,064

△ 10,389

△ 4,024

△ 3,142

△ 4,988

△ 442

△ 4,781

△ 2,116

△ 2,211

△ 2,027

△ 780

△ 229

△ 130,641

△ 752

△ 1,382

△ 2,144

△ 41

△ 775

            賞与引当金繰入額

          若年者地域連携事業費
            法定福利費

            嘱託員等報酬

            臨時雇賃金

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            租税公課

          緊急就職支援事業費

            職員給料

            諸手当

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            消耗品費

            印刷製本費

            修繕費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            工事費

            消耗什器備品費

            租税公課

            支払利息

            減価償却費

          若者就職応援基金事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            消耗什器備品費

            租税公課

          長期離職者再就職支援事業費

            旅費交通費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            租税公課

          高齢者職域開拓モデル事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

科        目 当年度 前年度 増減
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△ 187

△ 256

△ 500

△ 200

△ 193

△ 12

△ 9,537

△ 7,185

△ 19,040

            通信運搬費

科        目

            手数料

            委託費

            賃借料

            租税公課

          女性再就職応援助成金事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            賃借料

            租税公課

          職務実習型正規雇用化支援事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            超過勤務手当

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            工事費

            消耗什器備品費

            租税公課

          シルバー保険事業費

            職員給料

            諸手当

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            臨時雇賃金

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            支払負担金

            租税公課

            減価償却費

            賞与引当金繰入額

          事業管理費

            職員給料

            諸手当

            法定福利費

            通信運搬費

            手数料

            退職給付費用

            嘱託員等報酬
            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            消耗品費

当年度 前年度 増減

            会議費

            印刷製本費

            修繕費
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△ 567

△ 50

△ 284
△ 359

△ 26

△ 49,089

△ 49,089

△ 14,945

△ 19,963

△ 15,418

△ 57

△ 20,493 △ 17,383 △ 3,110

△ 20,493 △ 17,383 △ 3,110

△ 20,493 △ 17,383 △ 3,110

△ 1,946

△ 21,409 △ 20,245 △ 1,164

△ 7,265

△ 8,429

△ 108

△ 108

△ 382

△ 382

△ 14,404 △ 13,798 △ 606

△ 14,404 △ 13,798 △ 606

△ 1,257 △ 161 △ 1,096

△ 83

△ 1,179

△ 9,608

            委託費

            賃借料

            工事費

            消耗什器備品費

            支払負担金
            租税公課

            減価償却費

            賞与引当金繰入額

        管理費

          管理運営費

            役員報酬

            職員給料

            諸手当

            法定福利費

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費
            賃借料

            支払負担金

            租税公課

            雑費
        経常費用計

        評価損益等調整前当期経常増減額

        基本財産評価損益等

        特定資産評価損益等

        投資有価証券評価損益等

        評価損益等計

        当期経常増減額

  ２．経常外増減の部

    (1) 経常外収益

        経常外収益計

    (2) 経常外費用

        経常外費用計

          当期経常外増減額

　　　　　他会計振替額

　　　　　他会計振替額(前期繰越取崩)

          税引前当期一般正味財産増減額

          法人税、住民税及び事業税

          当期一般正味財産増減額

          一般正味財産期首残高

          一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

        基本財産運用益

          基本財産受取利息

        特定資産運用益
          退職給付引当資産受取利息

        受取補助金等

          受取都補助金

        一般正味財産への振替額

          一般正味財産への振替額

          当期指定正味財産増減額

          指定正味財産期首残高

          指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

　（注）　収支（損益）予算書は、公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会）の「正味財産
　　　　増減計算書」様式に準じて作成している。

科        目 当年度 前年度 増減
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収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

（単位：千円）

公益目的事業会計 収益事業等会計

公１
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
事業等の事業

公２
雇用就業
支援事業

共通 小計
損害保険
の代理業

科        目 法人会計
内部取引

消去
合計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

  １．経常増減の部

    (1) 経常収益

        基本財産運用益

          基本財産受取利息

        特定資産運用益

          退職給付引当資産受取利息

          財政調整基金資産受取利息

        受取補助金等

          受取国庫補助金

          受取都補助金

          受取補助金振替額

          受取民間補助金

        事業収益

          シルバー派遣事業収益

          高齢者活躍人材育成事業収益

          障害者委託訓練事業受託収益

          しごとセンター等受託事業収益

          若年者地域連携事業受託収益

          シルバー保険事業収益

        基金事業収益

          緊急就職支援事業基金事業収益

          若者就職応援基金事業基金事業収益

          長期離職者再就職支援事業基金事業収益

          高齢者職域開拓モデル事業基金事業収益

          女性再就職応援助成金事業基金事業収益

          職務実習型正規雇用化支援事業基金事業収益

        受取負担金

          受取負担金

          受取負担金振替額

        受取寄付金

          受取寄付金

        雑収益

          雑収益

        経常収益計

    (2) 経常費用

        事業費

          シルバー人材センター事業費

            臨時雇賃金

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            支払助成金

            租税公課

            支払利息

            減価償却費

          就業機会確保費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

          就業基盤整備費

            旅費交通費

            諸謝金

            通信運搬費

          シルバー派遣事業費

            法定福利費

            臨時雇賃金

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費
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公益目的事業会計 収益事業等会計

公１
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
事業等の事業

公２
雇用就業
支援事業

共通 小計
損害保険
の代理業

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            租税公課

          高齢者活躍人材育成事業費

            法定福利費

            臨時雇賃金

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            賃借料

            支払負担金

            租税公課

          人材情報整備事業費

            委託費

          福祉・家事援助サービス事業費

            臨時雇賃金

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            通信運搬費

            委託費

            賃借料

            支払助成金

          広域提案事業費

            臨時雇賃金

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            委託費

            賃借料

            支払負担金

          会員拡大支援費

            支払助成金

          能力開発費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            修繕費

            通信運搬費

            委託費

            賃借料

            消耗什器備品費

            減価償却費

          調査研究・普及啓発費

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            委託費

          総合コーディネート事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            支払助成金

            減価償却費

科        目 法人会計
内部取引

消去
合計
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公益目的事業会計 収益事業等会計

公１
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
事業等の事業

公２
雇用就業
支援事業

共通 小計
損害保険
の代理業

            賞与引当金繰入額

          障害者委託訓練事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            租税公課

            賞与引当金繰入額

          しごとセンター運営費

            職員給料

            諸手当

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            臨時雇賃金

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            修繕費

            通信運搬費

            手数料

            光熱水料費

            委託費

            賃借料

            工事費

            消耗什器備品費

            支払負担金

            租税公課

            支払利息

            減価償却費

            賞与引当金繰入額

          若年者地域連携事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            臨時雇賃金

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            租税公課

          緊急就職支援事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            超過勤務手当

            消耗品費

            印刷製本費

            修繕費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            工事費

            租税公課

            支払利息

            減価償却費

          若者就職応援基金事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            超過勤務手当

科        目 法人会計
内部取引

消去
合計
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公益目的事業会計 収益事業等会計

公１
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
事業等の事業

公２
雇用就業
支援事業

共通 小計
損害保険
の代理業

            旅費交通費

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            消耗什器備品費

            租税公課

          長期離職者再就職支援事業費

            旅費交通費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            租税公課

          高齢者職域開拓モデル事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            租税公課

          女性再就職応援助成金事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            賃借料

            租税公課

          職務実習型正規雇用化支援事業費

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            超過勤務手当

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            工事費

            消耗什器備品費

            租税公課

          シルバー保険事業費

            職員給料

            諸手当

            法定福利費

            嘱託員等報酬

            臨時雇賃金

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            支払負担金

            租税公課

            減価償却費

            賞与引当金繰入額

          事業管理費

            職員給料

科        目 法人会計
内部取引

消去
合計
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公益目的事業会計 収益事業等会計

公１
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
事業等の事業

公２
雇用就業
支援事業

共通 小計
損害保険
の代理業

△ 21,593 △ 2,283 △ 21,792 △ 4,767 △ 20,493

△ 21,593 △ 2,283 △ 21,792 △ 4,767 △ 20,493

△ 5,834

△ 4,767

△ 15,759 △ 2,283 △ 15,958 △ 4,535 △ 20,493

△ 15,759 △ 2,283 △ 15,958 △ 5,451 △ 21,409

△ 6,606 △ 5,308 △ 1,951 △ 13,865 △ 539 △ 14,404

△ 6,606 △ 5,308 △ 1,951 △ 13,865 △ 539 △ 14,404

△ 629 △ 647 △ 1,261 △ 1,257

            諸手当

            法定福利費

            退職給付費用

            嘱託員等報酬

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            修繕費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            工事費

            消耗什器備品費

            支払負担金

            租税公課

            減価償却費

            賞与引当金繰入額

        管理費

          管理運営費

            役員報酬

            法定福利費

            福利厚生費

            超過勤務手当

            旅費交通費

            諸謝金

            消耗品費

            会議費

            印刷製本費

            通信運搬費

            手数料

            委託費

            賃借料

            支払負担金

            租税公課

            雑費

        経常費用計

        評価損益等調整前当期経常増減額

        基本財産評価損益等

        特定資産評価損益等

        投資有価証券評価損益等

        評価損益等計

        当期経常増減額

  ２．経常外増減の部

    (1) 経常外収益

        経常外収益計

    (2) 経常外費用

        経常外費用計

          当期経常外増減額

　　　　　他会計振替額

　　　　　他会計振替額(前期繰越取崩)

          税引前当期一般正味財産増減額

          法人税、住民税及び事業税

          当期一般正味財産増減額

          一般正味財産期首残高

          一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

        基本財産運用益

          基本財産受取利息

        特定資産運用益

          退職給付引当資産受取利息

        受取補助金等

          受取都補助金

        一般正味財産への振替額

          一般正味財産への振替額

          当期指定正味財産増減額

          指定正味財産期首残高

          指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

科        目 法人会計
内部取引

消去
合計

- 71 - 



 

 

 

 

資金調達及び設備投資 

の見込みを記載した書類 
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資金調達および設備投資の見込みについて 
（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで） 

 
 
 

（１）資金調達の見込みについて 
当事業年度中における資金調達予定はありません。 

 
 

 
（２）設備投資の見込みについて 

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定

はありません。 

- 75 - 


