
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29年3月31日現在 （単位：円）

（資産の部）
Ⅰ　流動資産

現金・預金 32,977,087,729
売掛金 28,435,346,721

貸倒引当金 △ 135,360,862 28,299,985,859
貯蔵品 1,836,732,611
前払費用 747,019,927
未収収益 2,392,452
未収金 3,552,031,546
その他流動資産 185,633,287

　流動資産合計 67,600,883,411

Ⅱ　固定資産
　1　有形固定資産

建物 196,632,290,955
減価償却累計額 △ 116,712,758,817 79,919,532,138

構築物 4,037,399,056
減価償却累計額 △ 2,997,313,486 1,040,085,570

機械装置 44,333,732,356
減価償却累計額 △ 36,609,792,404 7,723,939,952

車両運搬具 213,584,193
減価償却累計額 △ 186,932,425 26,651,768

器具備品 9,027,394,286
減価償却累計額 △ 7,347,557,576 1,679,836,710

土地 22,677,609,260
建設仮勘定 22,054,082,734
有形固定資産合計 135,121,738,132

　２　無形固定資産
ソフトウェア 396,060,285
電話加入権 77,280
施設利用権 18,875,700
無形固定資産合計 415,013,265
　固定資産合計 135,536,751,397

Ⅲ　投資その他の資産
長期未収金 567,610,396

貸倒引当金 △ 567,610,396 0
敷金保証金 1,085,917,665
加入金 176,000

　投資その他の資産合計 1,086,093,665
　　　　　　資産合計 204,223,728,473
（負債の部）
Ⅰ　流動負債

買掛金 14,168,865,291
一年内返済予定長期借入金 5,334,906,000
未払金 7,487,448,833
未払費用 2,368,685,026
未払消費税等 171,562,207
前受金 564,986,346
預り金 829,049,823
引当金

賞与引当金 4,126,520,750 4,126,520,750
　流動負債合計 35,052,024,276

Ⅱ　固定負債
長期借入金 34,073,892,060
引当金

退職給付引当金 42,968,602,467 42,968,602,467
資産見返補助金 2,180,295,574
資産除去債務 150,720,306

　固定負債合計 79,373,510,407
　　　　　　負債合計 114,425,534,683
（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 11,507,258,247
積立金 70,516,474,061
当期利益金 674,523,670 89,797,568,530
　剰余金合計 89,797,568,530

　　　　　　純資産合計 89,798,193,790
　　　　　　負債純資産合計 204,223,728,473

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28年4月1日　至　平成29年3月31日 （単位：円）

経常収益

保険患者収入 162,803,182,889

内部患者収入 6,963,847,410

一般患者収入 4,418,745,650

国庫補助金収入 925,380,699

資産見返補助金戻入 208,976,743

保健経理より受入 1,700,972,376

施設収入 1,177,318,467

雑収入 3,319,247,494

貸倒引当金戻入益 57,533,346

事業外収益

受取利息 565,949

事業外収益合計 565,949

　経常収益合計 181,575,771,023

経常費用

薬品費 34,666,594,848

医療材料費 16,017,682,618

飲食材料費 861,794,293

雑損 35,790,270

一般管理費

一般管理費 112,214,636,404

賞与引当金繰入 4,126,520,750

退職給付費用 3,635,314,044

減価償却費 9,020,169,319

一般管理費合計 128,996,640,517

事業外費用

支払利息 124,415,189

事業外費用合計 124,415,189

　経常費用合計 180,702,917,735

経常利益 872,853,288

特別利益

固定資産売却益 69,115,110

その他の特別利益 266,741,500

　特別利益合計 335,856,610

特別損失

固定資産除却損 527,515,883

災害損失 6,670,345

　特別損失合計 534,186,228

当期利益金 674,523,670

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28年4月1日　至　平成29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 674,523,670

減価償却費 9,020,169,319

貸倒引当金の増減額 △ 162,861,870

賞与引当金の増減額 57,022,759

退職給付引当金の増減額 118,516,144

資産見返補助金の増減額 △ 63,225,191

受取利息及び受取配当金 △ 565,949

支払利息 124,415,189

固定資産売却益 △ 69,115,110

固定資産除却損 527,515,883

売上債権の増減額 1,566,574,003

たな卸資産の増減額 18,397,202

前払費用の増減額 △ 131,302,267

未収金の増減額 △ 366,239,814

未収収益の増減額 1,067,124

仕入債務の増減額 △ 4,066,229,303

未払金の増減額 △ 123,169,310

未払費用の増減額 200,506,655

未払消費税等の増減額 58,298,632

その他 98,505,670

小計 7,482,803,436

利息及び配当の受取額 553,975

利息の支払額 △ 126,030,401

　業務活動によるキャッシュ・フロー 7,357,327,010

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 △ 16,586,089,988

有形固定資産の売却による収入 70,400,000

無形固定資産の取得による支出 △ 120,667,821

その他の投資による支出 △ 324,505,670

その他の投資による収入 24,991,160

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 16,935,872,319

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 17,540,559,825

長期借入金の返済による支出 △ 5,334,906,000

　財務活動によるキャッシュ・フロー 12,205,653,825

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 2,627,108,516

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 30,349,979,213

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 32,977,087,729

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                  43,095,835,659 円 

 勤務費用                               3,273,019,614 円 

  利息費用                 172,362,391 円 

    数理計算上の差異の発生額            364,625,224 円 

  退職給付の支払額           △3,516,797,900 円 

 退職給付債務の期末残高                  43,389,044,988 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            43,389,044,988 円 

  未積立退職給付債務                    43,389,044,988 円 

  未認識数理計算上の差異               △4,121,418,064 円 

 未認識過去勤務費用                     3,700,975,543 円 

 貸借対照表に計上された負債            42,968,602,467 円 

 

  退職給付引当金             42,968,602,467 円 

    貸借対照表に計上された負債       42,968,602,467 円 

 

d） 退職給付費用及びその内訳項目の金額 

 勤務費用                               3,273,019,614 円 

  利息費用                 172,362,391 円 

 数理計算上の差異の費用処理額    812,518,977 円 

  過去勤務費用の費用処理額        △622,586,938 円 

  確定給付制度に係る退職給付費用     3,635,314,044 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 29 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  

未収金 

買掛金 

未払金 

長期借入金 

32,977,087,729

28,435,346,721

3,552,031,546

(14,168,865,291)

(7,487,448,833)

(39,408,798,060)

32,977,087,729

28,435,346,721

3,552,031,546

(14,168,865,291)

(7,487,448,833)

(39,972,568,676)

－

－

－

－

－

(563,770,616)

（＊）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、未収金、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（0 年から 27 年）と見積り、割

引率は△0.23％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 18,581,880

時の経過による調整額 31,205

その他増減額（△は減少） 132,107,221

期末残高 150,720,306

 

（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 ････････････････････････････ 32,977,087,729 円 

      現金及び現金同等物 32,977,087,729 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 

 4 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。 


	H28 KKR＃6医療経理表紙
	14. 医療経理 平成28年度
	14. 医療経理 平成28年度2
	14. 医療経理 平成28年度3
	H28 ＃14医療経理 重要な会計方針



