
国家公務員共済組合連合会　医療経理
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 30,349,979,213
売掛金 30,001,920,724

貸倒引当金 △ 210,313,521 29,791,607,203
貯蔵品 1,855,129,813
前払費用 615,717,660
未収収益 3,447,602
未収金 3,097,882,521
その他流動資産 124,080,638

　流動資産合計 65,837,844,650

Ⅱ　固定資産
　1　有形固定資産

建物 185,304,001,495
減価償却累計額 △ 112,018,393,403 73,285,608,092

構築物 3,954,486,945
減価償却累計額 △ 2,918,735,199 1,035,751,746

機械装置 45,930,468,420
減価償却累計額 △ 37,243,463,858 8,687,004,562

車両運搬具 211,714,647
減価償却累計額 △ 168,937,549 42,777,098

器具備品 9,251,958,034
減価償却累計額 △ 7,283,287,081 1,968,670,953

土地 22,644,894,150
建設仮勘定 20,154,369,127
有形固定資産合計 127,819,075,728

　２　無形固定資産
ソフトウェア 554,245,097
電話加入権 2,406,465
施設利用権 6,098,438
無形固定資産合計 562,750,000
　固定資産合計 128,381,825,728

Ⅲ　投資その他の資産
長期未収金 655,519,607

貸倒引当金 △ 655,519,607 0
敷金保証金 786,403,155
加入金 176,000

　投資その他の資産合計 786,579,155
　　　　　　資産合計 195,006,249,533
（負債の部）
Ⅰ　流動負債

買掛金 18,235,094,594
一年内返済予定長期借入金 5,334,906,000
未払金 7,689,633,308
未払費用 2,169,793,583
未払消費税等 113,263,575
前受金 432,565,479
預り金 857,397,680
引当金

賞与引当金 4,069,497,991 4,069,497,991
　流動負債合計 38,902,152,210

Ⅱ　固定負債
長期借入金 21,868,238,235
引当金

退職給付引当金 42,850,086,323 42,850,086,323
資産見返補助金 2,243,520,765
資産除去債務 18,581,880

　固定負債合計 66,980,427,203
　　　　　　負債合計 105,882,579,413
（純資産の部）
Ⅰ　基本金

基本金 625,260
　基本金合計 625,260

Ⅱ　剰余金
利益剰余金

欠損金補てん積立金 7,099,312,552
別途積立金 11,506,158,787
積立金 69,168,611,264
当期利益金 1,348,962,257 89,123,044,860
　剰余金合計 89,123,044,860

　　　　　　純資産合計 89,123,670,120
　　　　　　負債純資産合計 195,006,249,533

科　目 金　額



国家公務員共済組合連合会　医療経理

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

保険患者収入 165,951,535,298

内部患者収入 7,133,386,024

一般患者収入 4,433,913,973

国庫補助金収入 1,056,557,626

資産見返補助金戻入 272,849,285

保健経理より受入 1,678,737,306

施設収入 1,148,221,147

雑収入 2,493,101,075

事業外収益

受取利息 9,547,899

事業外収益合計 9,547,899

　経常収益合計 184,177,849,633

経常費用

薬品費 39,644,055,503

医療材料費 15,916,756,111

飲食材料費 838,851,715

雑損 46,261,372

一般管理費

一般管理費 109,938,398,117

賞与引当金繰入 4,069,497,991

退職給付費用 3,678,110,131

減価償却費 8,602,737,557

一般管理費合計 126,288,743,796

引当金(等)繰入

貸倒引当金繰入 86,864,883

引当金(等)繰入合計 86,864,883

事業外費用

支払利息 146,396,313

事業外費用合計 146,396,313

　経常費用合計 182,967,929,693

経常利益 1,209,919,940

特別利益

固定資産売却益 469,386,275

その他の特別利益 268,839,054

　特別利益合計 738,225,329

特別損失

固定資産除却損 599,183,012

　特別損失合計 599,183,012

当期利益金 1,348,962,257

科　目 金　額



国家公務員共済組合連合会　医療経理

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 1,348,962,257

減価償却費 8,602,737,557

貸倒引当金の増減額 △ 23,531,722

賞与引当金の増減額 278,082,632

退職給付引当金の増減額 385,305,621

資産見返補助金の増減額 436,823,182

受取利息及び受取配当金 △ 9,547,899

支払利息 146,396,313

固定資産売却益 △ 469,386,275

固定資産除却損 599,183,012

売上債権の増減額 △ 2,629,888,066

たな卸資産の増減額 95,966,165

前払費用の増減額 △ 424,639,218

未収金の増減額 △ 701,355,400

未収収益の増減額 4,864,290

仕入債務の増減額 5,374,786,329

未払金の増減額 △ 86,536,108

未払費用の増減額 144,525,750

未払消費税等の増減額 △ 237,755,230

その他 1,285,749,250

小計 14,120,742,440

利息及び配当の受取額 9,768,803

利息の支払額 △ 147,768,382

　業務活動によるキャッシュ・フロー 13,982,742,861

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 25,722,995,026

有形固定資産の売却による収入 518,235,360

無形固定資産の取得による支出 △ 159,665,324

その他の投資による支出 △ 202,731,030

その他の投資による収入 14,671,690

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 25,552,484,330

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,957,406,689

長期借入金の返済による支出 △ 5,003,843,340

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,046,436,651

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 △ 14,616,178,120

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 44,966,157,333

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 30,349,979,213

科目



 重要な会計方針等 医療経理 

 

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品 … 先入先出法による原価法によっております。 

 

２．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。 

 

３．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                  42,705,307,292 円 

 勤務費用                               3,216,355,538 円 

  利息費用                 170,804,343 円 

    数理計算上の差異の発生額             60,500,363 円 

  退職給付の支払額           △3,292,804,510 円 

  過去勤務費用の発生額            235,672,633 円 

 退職給付債務の期末残高                  43,095,835,659 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            43,095,835,659 円 

  未積立退職給付債務                    43,095,835,659 円 

  未認識数理計算上の差異               △4,569,311,817 円 

 未認識過去勤務費用                     4,323,562,481 円 

 貸借対照表に計上された負債            42,850,086,323 円 

 

  退職給付引当金             42,850,086,323 円 

    貸借対照表に計上された負債       42,850,086,323 円 

 

d） 退職給付費用及びその内訳項目の金額 

 勤務費用 3,216,355,538 円 

 利息費用 170,804,343 円 

 数理計算上の差異の費用処理額    885,042,949 円 

  過去勤務費用の費用処理額        △594,092,699 円 

  確定給付制度に係る退職給付費用     3,678,110,131 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．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。 

 

５．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。また資金調達につい

ては退職等年金経理及び経過的長期経理からの借入によっております。 

債権未回収のリスクに対しては、定期的に管理状況を取りまとめ未収債権を明

確化し、適切な対応が図れるように努めております。 

借入金の使途は、設備投資であります。 

 

（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 

売掛金  

買掛金 

未払金 

長期借入金 

30,349,979,213

30,001,920,724

(18,235,094,594)

(7,689,633,308)

(27,203,144,235)

30,349,979,213

30,001,920,724

 (18,235,094,594)

(7,689,633,308) 

(27,810,890,601)

－

－

－

－

607,746,366

（＊）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、売掛金、買掛金、及び未払金 

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。 

長期借入金（一年以内返済予定の長期借入金を含む） 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。 

 



６．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

引率は 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 21,671,003

時の経過による調整額 96,812

その他増減額（△は減少） △3,185,935

期末残高 18,581,880

 

（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。 

 

７．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 ････････････････････････････ 30,349,979,213 円 

      現金及び現金同等物 30,349,979,213 円 



 

８．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 

 5 名 

 

（３）その他  

 該当事項はありません。 

 

９．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。 

 

１０． 重要な会計方針の変更 

該当事項はありません。 
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