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公益財団法人 武蔵野市福祉公社 



申菱東京ＵＦＪ銀行 便祥寺　支店 普通預金 20,278,366

大東京信用組遍 便祥寺　支店 普通預金 13,349,606

多摩信用金庫 武蔵野　支店 普通預金 4,630,265

申井創友信託銀行 便祥寺中央　支店 普通預金 1

大信　金銭管理支援業務口 便祥寺　支店 普通預金 100

38,258,338遍　　　　　　　計

銀　 行　鞭 種 類 金    額

  預  金  明  細  表　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

譆豹位：塘譙

備　　考

緱 緌 緱縠 ページ



申菱東京ＵＦＪ銀行 便祥寺　支店 普通預金 7,757,259

大東京信用組遍 便祥寺　支店 定期預金 210,000,000

第　輞回　䡄朮　福岡市公募公債 100,350,000

第　𨉷跗輭回　　 国庫短期証妊 99,990,000

418,097,259

暻老後福祉基金資産曛

第𨉷輭回　䡄朮　大阪府公債 130,091,000

第踽踽－𨉷回　䡄朮　兵庫県公債 140,686,000

第軺輭回　䡄朮　大阪府公募公債 120,984,000

第踽踽－輞回　䡄朮　大阪市公募公債 52,358,800

第踣跗蹻回　䡄朮　大阪府公募公債 29,856,000

申井創友信託銀行 便祥寺中央　支店 普通預金 2,421,808

大東京信用組遍 便祥寺　支店 定期預金 34,672,694

511,070,302

暻ユ職給付引当資産曛

申菱東京ＵＦＪ銀行 便祥寺　支店 定期預金 37,871,168

大東京信用組遍 便祥寺　支店 定期預金 10,000,000

申井創友信託銀行 便祥寺中央　支店 定期預金 12,551,594

60,422,762

暻減価償却引当資産曛

申井創友信託銀行 便祥寺中央　支店 定期預金 44,570,000

44,570,000

616,063,064

  特　定　資　産　明　細　表　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　　　計

譆豹位：塘譙

資　　　　　産 金    額 備　　考

計

計

計

  基　本　⎡　産　明　細　表　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

譆豹位：塘譙

金    額 備　　考

遍　　　　　　　計

資　　　　　産
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相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

武蔵野朮金征務所 社会保険料 3,134,108

東京労働局 雇用保険料 1,627,062

武蔵野税務署 源泉所得税 879,029

武蔵野市他 創民税 1,301,600

6,941,799遍　　　　　　計

　　預　獦　金　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

縈 緌 緱縠 ページ



科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

前朮柤繰越 45,097

賃借料支出 礴コ胠羗菑胠䑛皪紱萆

便祥寺疲町征務所賃料絓緹縠朮縑暻

分絙

1,131,429

〃 大東京信用組遍 大信倉庫借疹料絓緹縠朮縑暻分譙 21,000

〃 𥝱皪胠礮萆

便祥寺疲町第性菏申駐車場使用料

譆緹縠朮縑暻分譙

83,313

保険料支出 日産自動車販売萆

自動車損害賠償責任保険料菏日産

睎腭菑絜譆緹縠朮柤分譙

27,840

〃 東京礜籹艴萆

自動車損害賠償責任保険料菏礜籹

艴礜竎䑛譆緹縠朮柤分譙

24,178

〃 萆日本皪緂ン笒

福祉公社サ菑粠礜活動保険料菏協

力員対象譆緹縠朮柤分譙

117,930

〃 皁緂籭耷保険征務所

傷害保険料菏施設塔活動参加者対

象譆緹縠朮柤分譙

186,630

〃 皁緂籭耷保険征務所

賠償責任保険料菏礴ン𥝱菑従征者

対象譆緹縠朮柤分譙

309,040

諸会費支出 全国公益法人協会 朮会費譆緹縠朮縑暻～緹縠朮繢暻分譙 66,000

2,012,457

　　前　払　費　用　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

縑 緌 緱縠 ページ



未収金

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

前朮柤繰越 1,605,275

介護保険収入

東京都国民健康保険団体連

遍会他

介護報酬譆縈菏縑暻審査分譙等 42,334,774

利用者⎞担金収

入

申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆他

介護保険利用者⎞担金譆緹･縈暻分譙

他

12,969,266 引落分他

福祉資金貸付利

用料

武蔵野市

福祉資金貸付利用料譆霸成緹縕朮緱緹

暻～霸成緹縠朮緹暻譙他

5,819,188

奮託征業収入 武蔵野市 奮託料収入譆緹菏縈暻分他譙 2,674,250

雑収入 高齢者総遍乩偣ﾀｰ職員他 職員給食試食代菏給食代他 75,895

仮払金 サ菑粠礜利用者

相続⎡産管理人選任公告費用振

込手数料

3,800

特定資産利息収

入

申菱東京聵翟翯銀行 ユ職給与引当預金奮焚利息 9,441

65,491,889

　　未　収　金　明　細　表　　譆総括表譙　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

縕 緌 緱縠 ページ



管理費

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

前朮柤繰越 55,000

特定資産利息収

入

申菱東京聵翟翯銀行 ユ職給与引当預金奮焚利息 9,441

64,441

　　未　収　金　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

縠 緌 緱縠 ページ



征業費

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

前朮柤繰越 1,550,275

福祉資金貸付利

用料

武蔵野市

福祉資金貸付利用料譆霸成緹縕朮緱緹

暻～霸成緹縠朮緹暻譙

5,342,788

〃 〃

福祉資金貸付利用料譆霸成緹縠朮縈

暻譙

476,400

現金払利用料収

入

申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

暼償湾宅サ菑粠礜利用料譆緹菏縈暻

分譙

3,737,512 引落分

〃 サ菑粠礜利用者

暼償湾宅サ菑粠礜利用料譆個別振

込未済分譙

44,735

9,601,435

権利擁護征業利

用料収入

申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆 権利擁護利用料譆緹菏縈暻分譙 308,000 引落分

〃 サ菑粠礜利用者

権利擁護利用料譆個別振込未済

分譙

28,000

奮託征業収入 武蔵野市

生活保護奮給者金銭管理支援業

務奮託料譆緹菏縈暻分譙

315,000

651,000

成朮後見人報酬

収入

サ菑粠礜利用者 成朮後見利用料 1,740,000

仮払金 サ菑粠礜利用者

相続⎡産管理人選任公告費用振

込手数料

3,800

1,743,800

介護保険収入 東京都国民健康保険団体連遍会

居宅介護支援給付介護給付費譆緱

～縈暻実績分譙矠皁耷簳菑礀腧菑報

酬

2,773,414

〃 〃

居宅介護支援給付予防給付費譆緹菏

縈暻実績分譙介護予防綃䑛ン作成

108,513

2,881,927

16,428,437

小　　　　計

暻成朮後見征業曛

小　　　　計

暻居宅介護征業曛

小　　　　計

遍　　　　　計

　　未　収　金　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

暻暼償湾宅サ菑粠礜征業曛

小　　　　計

暻権利擁護征業曛

繇 緌 緱縠 ページ



羗菑胠綦艴綃礴ン𥝱菑

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

前朮柤繰越 0

奮託料収入 武蔵野市

生活支援綦艴粏菑派遣征業奮託

料譆縈暻実績分譙

594,000

〃 〃

綦艴粏菑派遣征業難病者譆緹菏縈暻

実績分譙

0

〃 〃

㌙知症高齢者見嶂獦支援征業綦艴

粏菑派遣譆緹菏蹻暻実績譙

500,000

介護保険収入 東京都国民健康保険団体連遍会

訪問介護サ菑粠礜給付金譆霸成緹縕

朮緱緹暻～霸成緹縠朮縈暻実績分譙

17,098,336

居宅介護サ菑粠礜収入 東京都国民健康保険団体連遍会

居宅介護サ菑粠礜譆自立支援法譙収

入緹菏縈暻実績分

1,731,510

〃 武蔵野市 移動支援征業譆緹菏縈暻実績分譙 233,600

利用者⎞担金収入 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

介護保険利用者⎞担金譆緱～縈暻

分譙

1,851,022 引落分

〃 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

㌙知症高齢者見嶂獦支援征業利用者

⎞担金譆霸成緹縕朮緱緹暻～霸成緹縠朮縈暻

分譙

244,500 引落分

〃 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

居宅介護サ菑粠礜利用者⎞担金譆緱

～縈暻実績譙

30,328 引落分

〃 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

羗菑胠綦艴綃個人利用料利用者

⎞担金譆緱～縈暻実績分譙

669,025 引落分

22,952,321

　　未　収　金　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

繢 緌 緱縠 ページ



高齢者総遍礴ン𥝱菑

譆豹位：塘譙

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

暻高齢者総遍礴ン𥝱菑管理運営曛

雑収入 東京コ眙コ菑䑛菏翛笒艠ン瞔萆

自動販売機売疹手数料譆緱～縈暻

分譙

825

825

暻湾宅介護支援礴ン𥝱菑曛

奮託征業収入 武蔵野市 要介護㌙定調査奮託料譆縈暻分譙 306,600

〃 〃

要介護㌙定調査弁行訪問奮託料

譆真半期分譙

61,950

〃 〃

家族介護教室奮託料譆霸成緹縕朮柤

分譙

105,000

〃 〃 創宅改修補助金譆縈暻分譙 2,000

介護保険収入 東京都国民健康保険団体連遍会 介護報酬他譆縈暻分他譙 531,803

1,007,353

暻竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑曛

奮託征業収入 武蔵野市

仈傣ｲ利用者食征助成補助金譆緱～縈

暻分譙

266,000

〃 〃 仈傣ｲ食征ｻｰﾋ傣𠂤委託料譆緹菏縈暻分譙 356,300

介護保険収入 東京都国民健康保険団体連遍会 介護報酬他 11,498,823

〃 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆 利用者⎞担金収入他 1,285,130 引落分

利用者⎞担金収入 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

利用者食征⎞担金収入他譆緱～縈暻

分他譙

1,040,314 引落分

〃 サ菑粠礜利用者

利用者食征⎞担金収入他譆緱緹菏縈暻

分他譙

18,500

雑収入 高齢者総遍乩偣ﾀｰ職員他 職員給食試食代菏給食代他 61,670

14,526,737

暻社会活動礴ン𥝱菑曛

雑収入 利用者 ふれあいまつもと利用料 9,400

9,400

15,544,315遍　　　　　計

　　未　収　金　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

繮 緌 緱縠 ページ



疲町高齢者礴ン𥝱菑

譆豹位：塘譙

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

介護保険収入 東京都国民健康保険団体連遍会

竽皪サ菑粠礜利用報酬譆緹菏縈利用

分譙

8,358,775

〃 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆 利用者⎞担金収入譆緹･縈暻分譙 939,000 引落分

利用者⎞担金収入 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

利用者食征⎞担金収入他譆緹菏縈暻

分譙

1,033,200 引落分

奮託征業収入 武蔵野市

仈傣ｲ利用者食征助成補助金譆緱～縈

暻分譙

167,400

雑収入 疲町翛䑛ン竎皝皁他 翛䑛ン竎皝皁等昼食代譆縈暻分譙 4,000

10,502,375

　　未　収　金　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

緱緫 緌 緱縠 ページ



未払金

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

給料手当支出 嘱託職員縈鞭 嘱託職員ユ職慰労金支給 1,605,282 縈緌縈緱付ユ職

臨昷雇賃金支出 登録綦艴粏菑他 登録綦艴粏菑賃金譆縈暻実績分譙他 6,556,757

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 3,196,122

給食材料費支出 葟黒甜商征他 䑛ン秞瞀䑛絜材料代譆縈暻分譙他 1,054,176

諸謝金支出 竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑講師他

竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑講師謝礼金

譆縈暻分譙他

3,854,084

委託費支出 武攀交通興業萆他

竽皪利用者ョ迎運転業務委託料

譆縈暻分譙他

1,796,707

〃 羗菑胠䑛皪紱管理萆他 清掃菏警備業務委託譆縈暻分譙他 107,100 社協と折半

印任製本費支出 ワ菑瞀礴ン𥝱菑𣝣や槩他 艠菑紱𦫿秭笒他 356,748

修繕費支出 関東電気保嶢協会他 変椀器絶縁油交換他 438,384

消耗品費支出 萆大塚商会他 征務用品他 429,689

賃借料支出 日本眙艴胊秭瞀萆他

笒皪𦫿脱臭菏芳香機他譆真半期分譙

他

432,863

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会

征務所電気菏共用水道料金譆緱～縈

暻分譙

362,251 社協と折半

〃 武蔵野市水道部他 碭艴籹菑糕皁水道料金他 4,963

通信運搬費支出 耔聱聱東日本他 固定電話料金譆縈暻分譙他 119,268

福利厚生費支出 萆胳竽皝眙艴䑛翛 職員腸塔細菌検査委託料譆縈暻分譙 27,488

手数料支出 申菱聵翟翯紱癤瞀𥝱菑萆他 口柞引落し手数料譆緹菏縈暻分譙他 148,870

消耗什器備品費支出 葟武蔵野電泌サ菑粠礜 ワ皪腨𦫿礜秞腭菑笻菑膻筯秭笒 81,060

医薬材料費支出 盎盔艴簳秭笒萆 調理室消毒液他 56,309

燃料費支出 盦瞀祹ン腠菑粠艴眙菑笭礴ン𥝱菑他 睍祹艠ン代譆緹暻分譙 72,861

新聞図書費支出 葟拓方堂書店 雑グスーム代譆縈暻分譙 1,210

活動費支出 疲町高齢者礴ン𥝱菑翛䑛ン竎皝皁 翛䑛ン竎皝皁活動交通費譆縈暻分譙 4,020

諸会費支出 公益法人協会

緹縕朮柤分朮会費譆翬緹縕緌繮～翬緹縠緌縈

暻分譙

42,000

扶助費 サ眙皪菏綦艴礜矠皁菑 創宅改修譆浴槽焚替譙費 124,409

会議費 魚潡ま他 翛䑛ン竎皝皁ユ任慰労会 57,592

租税公課支出 武蔵野市役所菏立擺都税征務所 緹縕朮柤法人市民税菏法人都民税 70,000

〃 武蔵野税務署 緹縕朮柤消費税第縑期納付分 1,949,400

返還金 武蔵野市

固暼職員研修派遣費用⎞担金精

算金

688,299

〃 〃 緹縕朮柤奮託料返還金 18,512,664

42,150,576

　　未　払　金　明　細　表　　譆総括表譙　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

緱緱 緌 緱縠 ページ



管理費

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 204,550

通信運搬費支出 耔聱聱東日本 固定電話料金譆縈暻分譙 11,787

〃 耔聱聱東日本

会計サ菑籹菑皪ン𥝱菑簳秭笒甜回線

使用料譆縈暻分譙

5,460

委託費支出 耔聱聱東日本 粠礀簳礜羗ンサ耵菑笒代 9,975

〃 羗菑胠䑛皪紱管理萆 清掃業務委託譆縈暻分譙 114,483

〃 〃 警備業務委託譆縈暻分譙 22,929

委託費支出 武蔵野市民社会福祉協議会

羗菑胠䑛皪紱管理萆共用部分清掃

業務他譆緱暻分譙

35,700 社協と折半

〃 〃

羗菑胠䑛皪紱管理萆共用部分清掃

業務他譆緹暻分譙

35,700 〃

〃 〃

羗菑胠䑛皪紱管理萆共用部分清掃

業務他譆縈暻分譙

35,700 〃

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻分譙 20,064 社協と折半

〃 〃

征務所電気菏共用水道料金譆緹暻

分譙

22,325 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻分譙 21,043 〃

諸会費支出 公益法人協会

緹縕朮柤分朮会費譆翬緹縕緌繮～翬緹縠緌縈

暻分譙

42,000

修繕費支出 日産自動車販売 車検費用譆睎腭菑絜譙 72,488

租税公課支出 武蔵野税務署 緹縕朮柤消費税納付分 1,949,400

〃 武蔵野市役所 緹縕朮柤法人市民税 50,000

〃 立擺都税征務所 緹縕朮柤法人都民税 20,000

返還金 武蔵野市

固暼職員研修派遣費用⎞担金精

算金

688,299

3,361,903

　　未　払　金　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

緱緹 緌 緱縠 ページ



征業費

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 502,486

印任製本費支出 萆大塚商会 コ糕菑機使用料譆縈暻分譙 69,967

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻分譙 28,527 社協と折半

〃 〃

征務所電気菏共用水道料金譆緹暻

分譙

31,742 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻分譙 29,918 〃

通信運搬費支出 翺羿羿翮萆 携帯電話使用料緱緱台譆縈暻分譙 1,155

〃 翺羿羿翮萆 粠礀簳礜便利粏秭瞀基本料譆縈暻分譙 262

〃 耔聱聱東日本 固定電話料金譆縈暻分譙 16,839

680,896

給料手当支出 嘱託職員緱鞭 嘱託職員ユ職慰労金支給 623,970 縈緌縈緱付ユ職

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 98,599

消耗品費支出 萆大塚商会 秞腭菑絜紱癤皪艴他 21,585

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻分譙 11,506 社協と折半

〃 〃

征務所電気菏共用水道料金譆緹暻

分譙

12,802 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻分譙 12,067 〃

780,529

通信運搬費支出 翺羿羿翮萆 携帯電話使用料縈台譆縈暻分譙 315

〃 耔聱聱東日本 固定電話料金譆縈暻分譙 5,051

5,366

給料手当支出 嘱託職員緱鞭 嘱託職員ユ職慰労金支給 674,652 縈緌縈緱付ユ職

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 101,480

消耗品費支出 萆大塚商会 ＦＡＸ笒笻菑眙菑笒艠秭礀 26,460

委託費支出 萆大塚商会 翟AX保嶂料譆縈暻分譙 3,045

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻分譙 8,653 社協と折半

〃 〃

征務所電気菏共用水道料金譆緹暻

分譙

9,628 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻分譙 9,075 〃

通信運搬費支出 翺羿羿翮萆 携帯電話使用料縈台譆縈暻分譙 315

〃 耔聱聱東日本 固定電話料金譆縈暻分譙 5,051

〃 耔聱聱東日本 翟AX回線使用料金譆縈暻分譙 1,300

839,659

2,306,450

　　未　払　金　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

暻暼償湾宅サ菑粠礜征業曛

小　　　　計

暻権利擁護征業曛

小　　　　計

暻居宅介護征業曛

小　　　　計

遍　　　　　計

暻地域福祉権利擁護征業曛

小　　　　計

緱縈 緌 緱縠 ページ



羗菑胠綦艴綃礴ン𥝱菑

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

臨昷雇賃金支出 登録綦艴粏菑 登録綦艴粏菑賃金譆縈暻実績分譙 3,691,870

〃 〃

昷間保障綦艴粏菑賃金譆縈暻実績

分譙

2,220,940

〃 〃

昷間保障綦艴粏菑勤勉手当譆報償

金譙

643,947

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 746,898

通信運搬費支出 翺羿羿翮萆 携帯電話使用料緱繇台譆縈暻分譙 1,785

〃 翺羿羿翮萆 粠礀簳礜便利粏秭瞀基本料 263

〃 耔聱聱東日本 固定電話料金譆縈暻譙 48,067

賃借料支出 東芝竎秭瞀萆

東芝眙䑛菑複遍機賃貸借料金譆緹菏

縈暻分譙

13,650

諸謝金支出 綦艴粏菑現任研修講師縕鞭

綦艴粏菑現任研修講師謝礼金譆縈

暻分譙

27,000

印任製本費支出 東芝竎秭瞀萆

東芝電子複写機コ糕菑料金譆緹菏縈

暻分譙

63,900

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻分譙 45,834 社協と折半

〃 〃

征務所電気菏共用水道料金譆緹暻

分譙

50,998 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻分譙 48,069 〃

返還金 武蔵野市 緹縕朮柤運営費補助金返還金 939,250

8,542,471

　　未　払　金　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

緱縑 緌 緱縠 ページ



高齢者総遍礴ン𥝱菑

譆豹位：塘譙

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

暻高齢者総遍礴ン𥝱菑管理運営曛

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 173,168

手数料支出 萆加藤商征 廃棄物処理代譆縈暻分譙 13,839

印任製本費支出 富士祆芡秭瞀礜萆 コ糕菑眙盎ン𥝱菑料譆縈暻分譙 45,746

〃 ワ菑瞀礴ン𥝱菑𣝣や槩 粏ン紱𦫿秭笒印任 163,800

賃借料支出 日本眙艴胊秭瞀萆 笒皪𦫿脱臭菏芳香機他譆真半期分譙 128,520

〃 萆羗ン秔紱癤皪笻ン礜 業務用自動車艠菑礜料譆縈暻分譙 24,950

消耗品費支出 萆皪菑盦礜碭菑 征務用品他 48,022

委託費支出 笻絜コ碭礜竎胠萆 自動笭皁保嶂点検譆縈暻分譙 60,900

返還金 武蔵野市 緹縕朮柤奮託料返還金 3,886,204

4,545,149

暻湾宅介護支援礴ン𥝱菑曛

給料手当支出 嘱託職員緱鞭 嘱託職員ユ職慰労金支給 306,660 縈緌縈緱付ユ職

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 265,482

通信運搬費支出 耔聱聱東日本 碭艴籹菑糕皁電話菏翟AX料金譆縈暻分譙 7,294

〃 〃 清岳苑電話料金譆縈暻分譙 2,799

〃 耔聱聱紱癤皪笻ン礜 清岳苑綃芡籹皪秔使用料譆緹菏縈暻分譙 1,890

〃 〃 清岳苑紱𦫿秭窅甜回線使用料譆縈暻分譙 2,772

甜熱水料費支出 武蔵野市水道部他 碭艴籹菑糕皁水道菏睍礜料金譆縈暻分譙 4,963

医薬材料費支出 済生堂　岡田薬品 消毒用盦𥝱𥶡菑艴他 29,883

賃借料支出 萆羗ン秔紱癤皪笻ン礜 業務用自動車艠菑礜料譆縈暻分譙 19,160

返還金 武蔵野市 緹縕朮柤奮託料返還金 2,204,651

2,845,554

暻補助器具礴ン𥝱菑曛

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 118,120

消耗品費支出 萆皪菑盦礜碭菑 睎腧艠ン瞔籹秭瞔他 37,498

扶助費 サ眙皪菏綦艴礜矠皁菑 創宅改修譆浴槽焚替譙費 124,409

返還金 武蔵野市 緹縕朮柤奮託料返還金 2,272,310

2,552,337

暻竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑曛

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 522,686

福利厚生費支出 萆胳竽皝眙艴菏䑛翛 職員腸塔細菌検査委託料譆縈暻分譙 2,829

消耗品費支出 萆皪菑盦礜碭菑 盎盔秭笒竎皝秭碭腭 8,225

〃 日本習字教育⎡団 綃芡瞔䑛胠習字用品 36,320

委託費支出 武攀交通興業萆 竽皪利用者ョ迎運転業務委託料譆縈暻分譙 921,375

給食材料費支出 礴綃笒萆 給菏配食材料代譆縈暻分譙 483,420

燃料費支出 翎耑翥耷菑矠竎皝ン瞔 睍祹艠ン代譆緹暻分譙 22,021

賃借料支出 萆盦菑礜菏眊菑笒艠菑礜 利用者ョ迎用車両艠菑礜料譆縈暻分譙 51,200

諸謝金支出 竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑講師繇鞭 竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑講師謝礼金譆縈暻分譙 75,000

手数料支出 申菱聵翟翯紱癤瞀𥝱菑萆 口柞引落手数料譆緹菏縈暻分譙 30,565

返還金 武蔵野市 緹縕朮柤奮託料返還金 3,347,178

5,500,819

暻社会活動礴ン𥝱菑曛

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 126,893

諸謝金支出 社会活動礴ン𥝱菑講師繢鞭 社会活動礴ン𥝱菑講師謝礼金譆縈暻分譙 267,000

〃 社会活動礴ン𥝱菑講師縈緹鞭 社会活動礴ン𥝱菑講師謝礼金譆緱緫～縈暻分譙 3,465,084

委託費支出 と獐いふ 瞔秭笭盎皝艴境評借獦疹檔譆縈暻分譙 420,000

消耗什器備品費支出 葟武蔵野電泌サ菑粠礜 ワ皪腨𦫿礜秞腭菑笻菑膻筯秭笒 81,060

返還金 武蔵野市 緹縕朮柤奮託料返還金 2,032,726

6,392,763

21,836,622

小　　　　計

遍　　　　　計

　　未　払　金　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

緱縕 緌 緱縠 ページ



疲町高齢者礴ン𥝱菑

譆豹位：塘譙

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆縈暻分譙 335,760

福利厚生費支出 萆胳竽皝眙艴䑛翛 職員腸塔細菌検査委託料譆縈暻分譙 24,659

給食材料費支出 萆後藤商店他 䑛ン秞瞀䑛絜材料代譆縈暻分譙 570,756

手数料支出 申菱聵翟翯紱癤瞀𥝱菑萆 口柞引落手数料譆緹菏縈暻分譙 30,358

〃 秋本清掃葟 瞔艠礜笒䑛秭綃清掃譆縈暻分譙 23,100

〃 萆加藤商征 廃棄物処理代譆縈暻分譙 7,696

〃 羗碭𥶡瞀艠菑筯ン瞔 瞀艠菑筯ン瞔代譆縈暻分譙 43,312

賃借料支出 皪秞簳ン ョ迎車艠菑礜料譆縈暻分譙 113,820

〃 萆武蔵野 玄関耷秭笒𦫿ン𥝱艴料譆縈暻分譙 8,714

〃 秔礜睎ン旭㯃丘支店

ﾋ傣ｭｰ仈ｨｰｸﾘｰ偣ﾎ偓ｲ仫　𦫿ン𥝱艴料譆縈

暻分譙

3,465

〃 東芝竎秭瞀 コ糕菑機艠菑礜譆緹菏縈暻分譙 14,070

〃 富士通艠菑礜 介護支援碭礜竎胠肞緹譆縈暻分譙 3,339

〃 笒臗𥝱𦫿ン𥝱艠菑礜東京 𦫿ン𥝱眙菑代譆縈暻分譙 51,975

活動費支出 疲町高齢者礴ン𥝱菑翛䑛ン竎皝皁 翛䑛ン竎皝皁活動交通費譆縈暻分譙 4,020

消耗品費支出 花潙店むさし潙 花代譆縈暻分譙 19,950

〃 盎盔艴簳秭笒萆 コ糕菑用紙他 231,104

〃 笻秞腭䑛艴睎秭秞ン コ艴瞀翛菑笭 525

医薬材料費支出 盎盔艴簳秭笒萆 調理室消毒液他 26,426

印任製本費支出 東芝竎秭瞀 コ糕菑眙盎ン𥝱菑料譆緹菏縈暻分譙 13,335

委託費支出 萆竎瞀𥶡コ菑耵𦫿菑碭臊ン 消防設備点検委託料他 42,000

〃 岩附美保子 管理人業務譆縈暻分譙 202,000

修繕費支出 山一設備 緹号室洗面所水栓焚替工征 59,115

〃 萆茂木商会 縈号ョ迎車板金塗装 109,381

〃 関東電気保嶢協会 変椀器絶縁油交換 197,400

燃料費支出 翎耑翥耷菑矠竎皝ン瞔 睍祹艠ン代譆縈暻分譙 49,770

〃 笒臗𥝱𦫿ン𥝱艠菑礜東京 𦫿ン𥝱眙菑睍祹艠ン代譆縈暻分譙 1,070

諸謝金支出 性瓶昸一 書道講師謝礼譆縈暻分譙 20,000

通信運搬費支出 皪菑菏皁瞀礴礜 携帯電話使用料譆縈暻分譙 6,128

〃 双擺急便 宅急便代譆縈暻分譙 735

新聞図書費支出 葟拓方堂書店 雑グスーム代譆縈暻分譙 1,210

会議費 魚潡ま他 翛䑛ン竎皝皁ユ任慰労会 57,592

返還金 武蔵野市 緹縕朮柤奮託料返還金 3,830,345

6,103,130

　　未　払　金　明　細　表　　

霸成緹縠朮縈暻縈緱日　現湾
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