
国家公務員共済組合連合会　保健経理
民間企業仮定貸借対照表

平成28年3月31日現在 （単位：円）

（資産の部）
Ⅰ　流動資産

現金・預金 1,874,574,053
未収収益 31,298
未収金 96,411,899
前払費用 101,874

　流動資産合計 1,971,119,124
　　　　　　資産合計 1,971,119,124
（負債の部）
Ⅰ　流動負債

未払金 542,501,056
未払費用 134,779
預り金 53,950
受託債権回収預り金 1,396,093,033
引当金

賞与引当金 563,438 563,438
　流動負債合計 1,939,346,256

Ⅱ　固定負債
引当金

退職給付引当金 18,153,244 18,153,244
　固定負債合計 18,153,244

　　　　　　負債合計 1,957,499,500
（純資産の部）
Ⅰ　基本金

基本金 38,000
　基本金合計 38,000

Ⅱ　剰余金
利益剰余金

積立金 19,547,228
当期利益金 △ 5,965,604 13,581,624
　剰余金合計 13,581,624

　　　　　　純資産合計 13,619,624
　　　　　　負債純資産合計 1,971,119,124

科　目 金　額



国家公務員共済組合連合会　保健経理

民間企業仮定損益計算書

自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日 （単位：円）

経常収益

単位組合受入金 4,511,100,798

受託業務手数料収入 271,305,980

事業外収益

受取利息 1,011,745

事業外収益計 1,011,745

　経常収益合計 4,783,418,523

経常費用

一般管理費

一般管理費 58,316,008

賞与引当金繰入 563,438

退職給付費用 6,046

一般管理費合計 58,885,492

繰入金

医療経理へ繰入 1,678,737,306

宿泊経理へ繰入 2,797,493,518

宿泊経理へ相互繰入 254,267,811

繰入金合計 4,730,498,635

　経常費用合計 4,789,384,127

経常利益 △ 5,965,604

当期利益金 △ 5,965,604

科　目 金　額



国家公務員共済組合連合会　保健経理

キャッシュ・フロー計算書

自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日 (単位：円)

金額

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

当期利益金 △ 5,965,604

賞与引当金の増減額 52,883

退職給付引当金の増減額 6,046

受取利息及び配当金 △ 1,011,745

未収金の増減額 20,172,012

未払金の増減額 △ 8,267,949

未払消費税等の増減額 △ 7,794,258

受託債権回収預り金の増減額 △ 355,177,041

その他 △ 49,931

小計 △ 358,035,587

利息及び配当の受取額 1,078,777

　業務活動によるキャッシュ・フロー △ 356,956,810

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動によるキャッシュ・フロー 0

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動によるキャッシュ・フロー 0

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △ 356,956,810

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 2,231,530,863

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 1,874,574,053

科目



 重要な会計方針等 保健経理 

 

１．引当金の計上基準 

（１）賞与引当金 

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。 

 

（２）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                       26,959,707 円 

 勤務費用                                    1,241,436 円 

  利息費用                       107,838 円 

    数理計算上の差異の発生額          △13,378,135 円 

    過去勤務費用の発生額                         △15,676 円 

 退職給付債務の期末残高                       14,915,170 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         14,915,170 円 

  未積立退職給付債務             14,915,170 円 

  未認識数理計算上の差異                      2,516,311 円 

 未認識過去勤務費用                            721,763 円 

 貸借対照表に計上された負債                 18,153,244 円 

 

  退職給付引当金                18,153,244 円 

    貸借対照表に計上された負債          18,153,244 円 

 

d） 退職給付費用及びその内訳項目の金額 

 勤務費用 1,241,436 円 

 利息費用 107,838 円 

 数理計算上の差異の費用処理額    △1,223,515 円 

  過去勤務費用の費用処理額           △119,713 円 

  確定給付制度に係る退職給付費用            6,046 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％ 

 

２．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。 

 

３．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項 

資金運用については短期的な預金等に限定しております。 



 

（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 

現金・預金 

未払金 

受託債権回収預り金 

1,874,574,053

(542,501,056)

(1,396,093,033)

1,874,574,053 

(542,501,056) 

(1,396,093,033) 

－

－

－

 （＊）負債に計上されているものについては、（  ）で示しております。 

 

（注）金融商品の時価の算定方法 

現金・預金、未払金及び受託債権回収預り金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。 

 

４．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 ････････････････････････････ 1,874,574,053 円 

      現金及び現金同等物 1,874,574,053 円 

 

５．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。 

 

６．重要な会計方針の変更 

 該当事項はありません。 
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