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平成２６年度 社会福祉法人能勢町社会福祉協議会 事業計画書 

 

 

１．基本方針  

少子高齢化のなかで家族や地域社会の支えが弱くなり、長引く経済不況もあいまって各地域にお

いて経済的困窮、ひきこもり、虐待や社会的孤立などの深刻な生活課題が広がっており、誰もが安

心して暮らせる地域社会づくりが求められています。 

そのような中で、社会福祉協議会（社協）は、地域福祉を推進する中核的な団体として位置付けら

れており、住民主体の地域福祉推進に努力し、だれもがいつまでもいきいきと健康で、生きがいを持

って暮らせるよう、地区福祉委員会・ボランティア団体、各種団体などと連携して、地域のネットワーク

を広げ、住民皆様の声を反映する活動を推進いたします。 

 

 

（１）法人運営活動の推進   

理事会・評議員会、職員研修などの開催を行い、組織の運営強化を図ります。 

社協だよりの発行、会員募集を通じて社協の啓発活動を行います。また、ふれあいバザーの実施、

過疎地有償運送、車イス貸出などを行います。 

 

（２）地域福祉活動の推進  

いきいき地域支援事業として、ふれあい総合相談を開催し、要援護者の課題を解決するための支援

を行ないます。また、地域福祉活動計画推進委員会並びに社会福祉施設地域貢献委員会の活動を

通じて、地域福祉の計画的な推進を図るために関係機関・団体などに働きかけ事業推進を図ります。 

地区福祉委員会活動並びに小地域ネットワーク活動については、各地区福祉委員会が行う小地域

での要援護者の見守り・援助活動を支援します。 

また、介護予防事業については、地域展開型一般高齢者施策として、小地域での介護予防の推進

を図ります。 

 

（３）ボランティア活動の推進   

ボランティアセンターについては、ボランティア登録、活動の需給調整、養成講座などを行います。 

ふれあい給食サービスについては、食事提供を通じて健康の維持、疾病の予防を図るとともに、配食

時に安否確認を実施することにより、在宅生活を支援することを目的として実施します。 

共同募金配分金により、地域住民の方々が楽しく集いふれ合える場として、能勢ふれあいフェスタを

開催し、並びにふれあい会食、おせち料理の配食を行います。 

 

（４）要援護者対策活動の推進   

日常生活自立支援事業については、判断能力の不十分な認知症高齢者等に対し、福祉サービスの

利用援助や日常的な金銭管理などの援助をお行います。 

生活福祉資金の貸付については、低所得者・高齢者及び障がい者等の世帯を対象に、低利で必要

な資金を貸付します。 
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（５）団体事務局・施設運営活動の推進  

能勢地区募金会として、民間社会福祉事業に必要な資金を集める共同募金活動を行ないます。 

能勢町献血推進協議会として、町内で献血車による献血を行います。 

地域福祉活動の拠点施設として、ふれあいセンターの管理運営を行います。 

 

（６）在宅福祉活動の推進  

居宅介護支援事業については、ご本人の希望や心身の状態・家族状況にあった総合的な、ケアプラ

ンを作成します。 

ホームヘルプサービス事業については、高齢者・障がい者の方々を対象にホームヘルパーが自宅を

訪問して、身体介護、生活援助等を行います。 

 

（７）シルバー人材センター活動の推進   

能勢町シルバー人材センターについては、シルバー会員の永年培った技術・知識・経験・能力等を充

分に生かし、「自主・自立・共働・共助」の基本理念のもと、発注者からの仕事を受け、各人の希望や能

力に応じた仕事を提供し、生きがいの充実や健康維持などの活力ある地域社会づくりをめざし活動を

行います。 
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１．法人運営事業経理区分 

 

（１）事業計画   

法人運営に関する活動として、理事会・評議員会、職員研修などの開催を行い、組織の運営強化を図ります。広報・

啓発活動として、社協だよりの発行、ホームページの充実を図ります。会員募集については、社協活動に対する住民の

関心を深めるとともに、財政的支援を求めることを目的に行います。また、収益事業として、「ふれあいバザーの実施、

自販機収益事業」を行います。貸出事業として、車イス貸出、葬具貸出を行います。能勢地区募金会として、民間社会

福祉事業に必要な資金を集める共同募金活動を行ないます。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

組織の運営強化  ➀理事会・評議員会の開催。 ➁職員研修会の実施。 

広報・啓発活動の充実   ➀社協だよりの発行。 ➁ホームページの充実。  

会員募集の実施  ➀会員募集の実施。 （一般会員、賛助会員、特別賛助会員、組織構成会員） 

収益事業  ➀ふれあいバザーの実施。 ➁自販機収益事業。 

貸出事業の実施    ➀車イス貸出。 ➁葬具貸出。 

共同募金活動の実施。 ➀能勢地区募金会の推進。 ➁共同募金の実施。 

（３）収支予算額                                     （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収　入 支　出

会費収入 1,516 千円 事務費支出 2,105 千円

寄付金収入 906 千円 負担金支出 317 千円

事業収入 218 千円 経理区分間繰入金支出 3,675 千円

雑収入 78 千円

受取利息配当金収入 14 千円

経理区分間繰入金収入 3,365 千円

経常活動収入 計 6,097 千円 経常活動支出 計 6,097 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 5,953 千円 経常活動支出 計 5,953 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度
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２．いきいき地域支援事業経理区分 

 

（１）事業計画   

ふれあい総合相談については、援護を必要とする高齢者や障がい者、子育て中の親などに対して、見守りや課題の

発見、相談援助、必要なサービスや専門機関へのつなぎをするなど、要援護者の課題を解決するための支援を行ない

ます。また、地域福祉活動計画推進委員会並びに社会福祉施設地域貢献委員会の活動を通じて、地域の福祉力を

高めたり、セーフティネットの体制づくりをはじめ、地域福祉の計画的な推進を図るために関係機関・団体などに働きか

け事業推進を図ります。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

ふれあい総合相談の実施。  
➀ふれあい総合相談の実施。 （心配ごと相談、ボランティア相談、福祉資金貸付相談、

介護相談、日常生活自立支援相談、子育て相談） 

能 勢 町 地 域 福 祉 活 動 計 画

推進委員会の推進。  
➀地域福祉活動計画の推進。 ➁地域福祉活動研修会の実施。 

能 勢 町 社 会 福 祉 施 設 地 域

貢献委員会の推進。  
➀地域貢献委員会の開催。 ➁研修会の開催。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収　入 支　出

経常経費補助金収入 997 千円 人件費支出 5,692 千円

受託金収入 5,800 千円 事務費支出 73 千円

雑収入 1 千円 事業費支出 592 千円

経理区分間繰入金支出 441 千円

経常活動収入 計 6,798 千円 経常活動支出 計 6,798 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 8,407 千円 経常活動支出 計 8,407 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度
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３．小地域ネットワーク活動推進事業経理区分 

 

（１）事業計画   

地区福祉委員会活動並びに小地域ネットワーク活動については、各地区福祉委員会が行う小地域での要援護者の

見守り・援助活動を支援します。また、地域自立生活支援事業については、ひとり暮らし高齢者等への見守り訪問を行

います。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

地区福祉委員会活動・小地域ネ

ットワーク活動の支援・推進。 

➀地区福祉委員会委員長連絡協議会の開催。 ➁各地区福祉委員会活動

の支援。 ③小地域ネットワーク活動研修会の開催。 

地域自立生活支援事業（見守り

訪問）の実施。＜受託事業＞ 
➀ひとり暮らし高齢者等への見守り訪問。 

（３）収支予算額                                     （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．地区福祉委員会活動推進事業経理区分 

 

（１）事業計画   

地区福祉委員会の活動拠点（旧保育所）の維持管理、並びに各地区福祉委員会へ活動費の助成を行います。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

地区福祉委員会活動拠点の管理。 ➀活動拠点（旧保育所）の維持管理（費用支払）。 

地区福祉委員会助成金の配分。 ➀各地区福祉委員会へ助成。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収　入 支　出

経常経費補助金収入 3,431 千円 人件費支出 8,057 千円

受託金収入 12,241 千円 事務費支出 99 千円

事業費支出 531 千円

経理区分間繰入金支出 3,608 千円

経常活動収入 計 15,672 千円 経常活動支出 計 12,295 千円

経常活動収支差額 3,377 千円

施設整備等収支差額 -3,377 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 12,723 千円 経常活動支出 計 12,723 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度

収　入 支　出

経常経費補助金収入 407 千円 事業費支出 453 千円

雑収入 46 千円 助成金支出 3,626 千円

経理区分間繰入金収入 3,626 千円

経常活動収入 計 4,079 千円 経常活動支出 計 4,079 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 4,063 千円 経常活動支出 計 4,063 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度
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５．ボランティアセンター活動推進事業経理区分 

 

（１）事業計画   

ボランティアセンター活動については、ボランティア活動に対する住民の関心を高め、いつでも、どこでも、誰でも、ボラ

ンティア活動に参加できる体制の整備として、ボランティア登録、活動の需給調整、養成講座などを行います。また、ボ

ランティアグループが運営する活動を支援します。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

ボランティアセンターの運営。 

➀ボランティア登録。 ➁ボランティア活動の需給調整。 ➂ボランティア連絡

会への支援。 ➃ボランティアグループ活動助成。 ➄ボランティア保険取扱。 

➅講座・研修会の開催。 

ふれあいミニデイサービスの支援。 ➀ふれあいミニデイサービスの運営支援。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．ふれあい給食サービス事業経理区分 

 

（１）事業計画   

ふれあい給食サービスについては、食事づくりが困難な在宅の高齢者や障がい者等に対して、栄養のバランスのと

れた食事の定期的な提供を通じて健康の維持、疾病の予防を図るとともに、配食時に安否確認を実施することにより、

在宅生活を支援することを目的として実施します。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

ふれあい給食サービスの実施。 ➀高齢者・障がい者等への配食。 ➁安否確認。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

収　入 支　出

事業収入 14 千円 事務費支出 3 千円

経理区分間繰入金収入 330 千円 事業費支出 184 千円

助成金支出 150 千円

経理区分間繰入金支出 7 千円

経常活動収入 計 344 千円 経常活動支出 計 344 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 359 千円 経常活動支出 計 359 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度

収　入 支　出

事業収入 1,728 千円 事業費支出 1,700 千円

経理区分間繰入金支出 28 千円

経常活動収入 計 1,728 千円 経常活動支出 計 1,728 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 2,093 千円 経常活動支出 計 2,093 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度
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７．共同募金配分金事業経理区分 

 

（１）事業計画   

共同募金配分金事業については、能勢ふれあいフェスタを関係機関・団体の協力を得て、子どもからお年寄り、障が

いをお持ちの方、地域住民の方々が楽しく集いふれ合える場として開催します。ふれあい会食については、ボランティア

グループがひとり暮らし高齢者等を対象に手づくりの会食を実施します。おせち料理の配食については、民生委員児童

委員協議会の協力のもと、年末に配食を行います。また、社協だよりの発行、各団体への助成を行います。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

能勢ふれあいフェスタの開催。 ➀能勢ふれあいフェスタの開催。 

ふれあい会食の開催  ➀ひとり暮らし高齢者等への会食会の開催。 

おせち料理の配食  ➀年末のおせち料理の配食。 

社協だよりの発行  ➀社協だよりの発行。 

各団体への助成  
➀子育てサロンへの助成。 ➁ボランティア連絡会への助成。  

➂障がい施設等連絡会への助成。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

８．日常生活自立支援事業経理区分 

 

（１）事業計画   

日常生活自立支援事業については、判断能力の不十分な認知症高齢者等に対し、福祉サービスの利用援助や日

常的な金銭管理などの援助並びに地域で自立した生活を送ることを支援するため相談に応じます。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

日常生活自立支援事業の実施。 ➀判断能力不十分な方の日常の金銭管理等の手伝い。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

収　入 支　出

共同募金配分金収入 2,003 千円 事業費支出 1,673 千円

助成金支出 330 千円

経常活動収入 計 2,003 千円 経常活動支出 計 2,003 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 2,003 千円 経常活動支出 計 2,003 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度

収　入 支　出

経常経費補助金収入 2,600 千円 人件費支出 4,931 千円

受託金収入 1,420 千円 事務費支出 42 千円

事業収入 19 千円 事業費支出 760 千円

経理区分間繰入金収入 1,694 千円

経常活動収入 計 5,733 千円 経常活動支出 計 5,733 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 5,374 千円 経常活動支出 計 5,374 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度
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９．資金貸付事業経理区分 

 

（１）事業計画   

生活福祉資金の貸付については、低所得者・高齢者及び障がい者等の世帯を対象に、安定した生活を営むために

利用できる貸付制度として、低利で必要な資金を貸付します。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

大阪府生活福祉資金の貸付。 ➀低 所 得 者 ・高 齢 者 ・障 がい者 等 への生 活 福 祉 資 金 の貸 付 ・相 談 。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

１０．献血推進事業経理区分 

 

（１）事業計画   

能勢町献血推進協議会として、献血への意識向上、普及を図るため、町内で献血車による献血を行います。 

（協賛：能勢ライオンズクラブ） 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

献血活動の実施。 ➀能勢町献血推進協議会の運営。 ➁献血の実施。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収　入 支　出

経常経費補助金収入 3,000 千円 人件費支出 2,322 千円

事業収入 213 千円 事務費支出 891 千円

経常活動収入 計 3,213 千円 経常活動支出 計 3,213 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 3,409 千円 経常活動支出 計 3,409 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度

収　入 支　出

経常経費補助金収入 80 千円 事業費支出 81 千円

受取利息配当金収入 1 千円

経常活動収入 計 81 千円 経常活動支出 計 81 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 81 千円 経常活動支出 計 81 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度



９ 
 

１１．ふれあいセンター管理運営事業経理区分 

 

（１）事業計画   

ふれあいセンター管理運営事業については、地域福祉活動の拠点施設として、住民が気軽に集え、生きがい活動や

世代間交流活動等を通じ、心身の健康増進を図るため管理運営を行います。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

能勢町立ふれあいセンターの運営。 ➀地域福祉活動拠点の運営。 ➁施設整備・管理の実施。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．過疎地有償運送事業経理区分 

 

（１）事業計画   

過疎地有償運送事業については、バス・タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び運転免許を

保有しない住民等の外出の利便を図ることにより、社会参加の促進及び交通空白地の解消をめざすため送迎活動を

行います。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

過疎地有償運送事業の実施。 ➀住民の外出支援。 ➁社会参加の促進。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収　入 支　出

経常経費補助金収入 369 千円 事業費支出 1,423 千円

事業収入 125 千円

雑収入 30 千円

経理区分間繰入金収入 899 千円

経常活動収入 計 1,423 千円 経常活動支出 計 1,423 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 1,383 千円 経常活動支出 計 1,383 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度

収　入 支　出

会費収入 8 千円 人件費支出 348 千円

事業収入 840 千円 事業費支出 694 千円

雑収入 1 千円 経理区分間繰入金支出 3 千円

経理区分間繰入金収入 196 千円

経常活動収入 計 1,045 千円 経常活動支出 計 1,045 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 1,089 千円 経常活動支出 計 1,089 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度



１０ 
 

１３．介護予防事業経理区分 

 

（１）事業計画  

介護予防事業については、地域展開型一般高齢者施策として、地域の方々の協力、保健師、サポーターなどの関

係スタッフにより、小地域での介護予防の推進を図ります。 

（２）事業内容  

事業名  事業内容  

介護予防事業の実施。＜受託事業＞ ➀地域展開型一般高齢者への介護予防の実施。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

１４．居宅介護支援事業経理区分 

 

（１）事業計画   

居宅介護支援事業については、介護保険の認定を受け、要支援・要介護と判定された方について、ご本人の希望や

心身の状態・家族状況にあった総合的な、ケアプラン（介護予防サービス支援計画、居宅サービス計画）を作成します。

また、市町村より介護保険認定調査の委託を受け調査を行います。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

居宅介護支援事業所の運営。 

❒居宅介護支援事業❒介護予防支援事業  

➀サービス計画（ケアプラン）の作成。 ➁訪問調査の実施。 

➂地域ケア会議の参加。 ④ケアマネ連絡会の参加。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収　入 支　出

受託金収入 956 千円 事業費支出 996 千円

雑収入 40 千円

経常活動収入 計 996 千円 経常活動支出 計 996 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 918 千円 経常活動支出 計 918 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度

収　入 支　出

介護保険収入 14,064 千円 人件費支出 10,262 千円

雑収入 10 千円 事務費支出 530 千円

事業費支出 1,280 千円

経理区分間繰入金支出 2,002 千円

経常活動収入 計 14,074 千円 経常活動支出 計 14,074 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 13,030 千円 経常活動支出 計 12,720 千円

経常活動収支差額 310 千円

施設整備等収支差額 -310 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度



１１ 
 

１５．ホームヘルプサービス事業経理区分 

 

（１）事業計画   

ホームヘルプサービス事業については、介護保険の認定を受け要支援・要介護と判定された方、並びに障がい福祉

サービスの手続を行い支給決定された方について、ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護、生活援助等を行い

ます。また、特定高齢者を対象とした介護予防事業にヘルパー派遣を行います。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

ホームヘルプサービス事業所の運営。 

❒訪問介護❒介護予防訪問介護  

❒居宅介護事業❒重度訪問介護事業❒移動支援事業  

➀ホームヘルパーの派遣。（家事援助・身体介護等） 

➁介護予防事業へのヘルパー派遣。  

③地域ケア会議の参加。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６．シルバー人材センター事業経理区分 

 

（１）事業計画   

能勢町シルバー人材センターについては、シルバー会員の永年培った技術・知識・経験・能力等を充分に生かし、会

員相互の連帯のなかで「自主・自立・共働・共助」の基本理念のもと、発注者からの仕事を受け、各人の希望や能力に

応じた仕事を提供し、生きがいの充実や健康維持などの活力ある地域社会づくりをめざし活動を行います。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

能勢町シルバー人材センターの運営。 
➀需給調整並びに安全就労対策。 ➁研修会等の開催。 

➂生きがい対策事業。（懇親・研修・趣味活動等） 

（３）収支予算額                                       （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

収　入 支　出

介護保険収入 21,900 千円 人件費支出 19,601 千円

自立支援費等収入 2,280 千円 事務費支出 511 千円

事業費支出 3,301 千円

経理区分間繰入金支出 443 千円

経常活動収入 計 24,180 千円 経常活動支出 計 23,856 千円

経常活動収支差額 324 千円

施設整備等収支差額 -324 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 23,900 千円 経常活動支出 計 23,700 千円

経常活動収支差額 200 千円

施設整備等収支差額 -200 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度

収　入 支　出

会費収入 80 千円 人件費支出 4,834 千円

経常経費補助金収入 3,600 千円 事務費支出 64 千円

事業収入 28,694 千円 事業費支出 26,776 千円

雑収入 350 千円 負担金支出 103 千円

経理区分間繰入金支出 947 千円

経常活動収入 計 32,724 千円 経常活動支出 計 32,724 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 32,290 千円 経常活動支出 計 32,290 千円

経常活動収支差額 0 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度



１２ 
 

１７．退職基金積立経理区分 

 

（１）事業計画   

正職員の退職金を積立します。 

（２）事業内容   

事業名  事業内容  

退職基金積立  ➀職員の退職基金積立。 

（３）収支予算額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

収　入 支　出

経理区分間繰入金収入 1,044 千円

経常活動収入 計 1,044 千円 経常活動支出 計 0 千円

経常活動収支差額 1,044 千円

財務活動収支差額 -1,044 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

経常活動収入 計 1,105 千円 経常活動支出 計 0 千円

経常活動収支差額 1,105 千円

財務活動収支差額 -1,105 千円 当期資金収支差額合計 0 千円

金　額 金　額

（参考）平成２５年度


