
重要な会計方針等 
 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）

によっております。 

時価のないもの 

 …  移動平均法による原価法によっております。 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品、貯蔵品 … 先入先出法による原価法によっております。 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

 定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法

の規定する方法と同一の基準によっております。 

 

（２）無形固定資産 

 定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法の規定する方

法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウエア（連合会利用分）に

ついては、連合会内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっており

ます。 

 

４．繰延資産の処理方法 

開業費は、国家公務員共済組合法施行規則附則（平成 25 年 3 月 29 日財務省令第

13 号）に基づく退職等年金給付業務の実施に必要な準備行為により生じておりま

す。開業費の償却は、同附則に基づき、業務経理に権利及び義務を承継する平成

27 年度から 5年均等で償却しております。 

 

５．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による

見積額を、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 



 

（２）賞与引当金 

役員及び職員に対して支給する賞与（期末手当及び勤勉手当）の支出に充てる

ため、支給見込額を計上しております。 

 

 

（３）退職給付引当金 

役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき、当事業年度末において発生していると認められる金額を計上してお

ります。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰

属させる方法については、期間定額基準によっております。 

数理計算上の差異及び過去勤務債務については、各事業年度の発生時の職員の

平均残存勤務期間内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生した事業年度より費用処理しております。 

退職給付引当金に関する事項は以下の通りであります。 

a） 採用している退職給付制度の概要 

当連合会は確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 

 

b） 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

 退職給付債務の期首残高 68,970,854,012 円 

 勤務費用         5,127,033,573 円 

  利息費用                  276,305,337 円 

    数理計算上の差異の発生額         2,875,330,845 円 

  退職給付の支払額           △5,264,308,438 円 

  過去勤務費用の発生額           358,604,018 円 

 退職給付債務の期末残高 72,343,819,347 円 

 

c） 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整額 

 非積立型制度の退職給付債務 72,343,819,347 円 

  未積立退職給付債務 72,343,819,347 円  

  未認識数理計算上の差異 △7,874,765,188 円 

 未認識過去勤務費用 6,673,342,987 円 

 貸借対照表に計上された負債 71,142,397,146 円  

 

  退職給付引当金            71,142,397,146 円 

    貸借対照表に計上された負債      71,142,397,146 円 



d） 退職給付費用及びその内訳項目の金額 

 勤務費用 5,127,033,573 円 

 利息費用 276,305,337 円 

 数理計算上の差異の費用処理額   1,411,754,108 円 

  過去勤務費用の費用処理額         △858,695,001 円 

  確定給付制度に係る退職給付費用     5,956,398,017 円 

 

e） 数理計算上の計算基礎に関する事項 

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 

    割引率 0.4％ 

 

（４）共済年金準備金 

将来の年金給付に備えるため、前期末までに長期経理で生じた共済年金準備金

の額、並びに、長期経理、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期

経理において共済年金準備金繰入(又は戻入)額計上前に損益計算上生じた収益

費用の差額との合計額を計上しております。 

なお、これは、「国の貸借対照表（試案）」（財政事情の説明手法に関する勉強会

平成 13 年 9 月）に準じたものであります。 

 

共済年金準備金及びその内訳項目の金額(△は戻入) 

 共済年金準備金(前期末残高) 7,128,087,656,224 円 

 長期経理(4 月から 9月まで) △139,116,433,814 円 

 厚生年金保険経理(10 月から 3月まで)    △25,460,738,921 円 

 退職等年金経理(10 月から 3月まで)     51,350,076,600 円 

 経過的長期経理(10 月から 3月まで)    △28,117,726,060 円 

共済年金準備金(当期末残高)   6,986,742,834,029 円 

 

６．その他の重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっております。 

 



７．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項 

当連合会の運用は、積立金等の運用の基本方針にて、安全かつ効率的に行われ

なければならないと定められております。当該基本方針に基づき、余裕金につ

いては給付金支払額の将来見通しに合わせて償還期を考慮したポートフォリオ

を構築し価格変動リスクの低減を図り、日本国債、政府保証債など流動性、信

用性が高い債券等で運用しております。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

平成 28 年 3 月 31 日における民間企業仮定貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額については、次の通りであります。 

(単位：円) 

 
民間企業仮定 

貸借対照表計上額 
時価 差額 

長期性預金 

信託資産 

3,538,013,403,000

3,260,793,099,858

3,538,013,403,000 

3,260,793,099,858 

－

－

（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

長期性預金 

これらの時価は、帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

信託資産 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融

機関から提示された価格によっております。 

 

８． 賃貸等不動産に関する注記 

（１）賃貸等不動産の状況に関する事項 

当連合会では、東京都及びその他の地域において、公務員等のための特別借受

宿舎制度にかかる土地及び建物を有しています。 

 

（２）賃貸等不動産の時価に関する事項 

（単位：円） 

民間企業仮定貸借対照表計上額 時価 

135,572,445,124 353,606,019,750

（注 1）民間企業仮定貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除

した金額であります。 

（注 2）当事業年度末の時価は、土地は固定資産税評価額等により、建物は収益

還元法に基づいて自社で合理的に算定した金額により算出したものであります。 



９． 資産除去債務関係 

（１）資産除去債務のうち民間企業仮定貸借対照表に計上しているもの 

①当該資産除去債務の概要 

石綿障害予防規則に基づく当連合会所有建物の解体時におけるアスベスト除去

費用につき資産除去債務を計上しております。 

 

②当該除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を法令公布時点での残存耐用年数（1 年から 27 年）と見積り、割

は 1.395％から 2.17％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 

 

③当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減 

  （単位：円） 

期首残高 87,555,813

時の経過による調整額 649,699

その他増減額（△は減少） 20,827,065

期末残高 109,032,577

 

（２）民間企業仮定貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務 

当連合会は、国有財産等につき、退去時における原状回復義務を有しております

が、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、退去・移転等の予定

もされていないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そ

のため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

 

１０． キャッシュ・フロー計算書に関する事項 

（１）キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から満期日又は償還日まで期間が３ヶ月以内

の流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的な投資からなっております。 

 

（２）現金及び現金同等物の期末残高と民間企業仮定貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

 現 金・預 金  ･････････････････････････    102,511,042,123 円 

  有 価 証 券   ･････････････････････････    162,000,000,000 円 

      現金及び現金同等物 264,511,042,123 円 

 

 



１１． 機会費用の計上基準 

（１）国有財産等の無償使用に係る機会費用の算出方法 

国有財産の貸付料算定基準に基づき算定しております。 

 

（２）公務員からの出向職員に係る機会費用の対象者数 

    長期経理 1 名 

 業務経理 19 名 

 医療経理 5 名 

  宿泊経理 1 名 

   旧令医療経理 1 名 

    計 27 名 

 

（３）その他  

 該当事項はありません。 

 

１２． 行政コスト計算財務書類を作成する日までに発生した重要な後発事象 

  該当事項はありません。 

 

１３． 重要な会計方針の変更 

該当事項はありません。 

 

１４． 追加情報 

(１) 長期経理、厚生年金保険経理及び経過的長期経理に関する情報 

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(平成 27 年財務省令第 18

号)附則第３条第１項の規定に基づき、平成 27 年 10 月１日に、長期経理の資産及

び負債は厚生年金保険経理又は経過的長期経理に承継しております。 

 

(２) 退職等年金経理に関する情報 

国家公務員共済組合法第 74 条に規定する退職等年金給付及び同法第 102 条の 2に

規定する財政調整拠出金に関する取引を経理するため、退職等年金経理を平成 27

年 10 月 1 日より新設しております。 

 

(３) 退職等年金給付準備業務経理及び業務経理に関する情報 

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(平成 25 年財務省令第 13

号)附則第４条第１項の規定に基づき、平成 27 年 10 月１日に、退職等年金給付準

備業務経理の資産及び負債は業務経理に承継しております。 


