
国家公務員共済組合連合会　旧令医療経理
民間企業仮定貸借対照表

平成30年3月31日現在 （単位：円）

（資産の部）
Ⅰ　流動資産

現金・預金 15,739,309,415
売掛金 16,240,825,504

貸倒引当金 △ 43,586,059 16,197,239,445
有価証券 0
貯蔵品 959,128,063
前払費用 131,226,008
未収収益 2,377,322
未収金 224,700,496
その他流動資産 91,986,826

　流動資産合計 33,345,967,575
Ⅱ　固定資産
　１　有形固定資産

建物 114,237,113,960
減価償却累計額 △ 71,455,251,285 42,781,862,675

構築物 2,573,394,490
減価償却累計額 △ 1,762,666,062 810,728,428

機械装置 32,210,589,475
減価償却累計額 △ 26,066,159,870 6,144,429,605

車両運搬具 386,601,278
減価償却累計額 △ 330,863,369 55,737,909

器具備品 6,393,943,166
減価償却累計額 △ 5,028,405,693 1,365,537,473

土地 3,700,090,566
建設仮勘定 5,978,285,679
有形固定資産合計 60,836,672,335

　２　無形固定資産
ソフトウェア 362,198,767
電話加入権 0
無形固定資産合計 362,198,767
　固定資産合計 61,198,871,102

Ⅲ　投資その他の資産
長期未収金 350,278,477

貸倒引当金 △ 350,278,477 0
敷金保証金 48,592,360

　投資その他の資産合計 48,592,360
　　　　　　資産合計 94,593,431,037
（負債の部）
Ⅰ　流動負債

買掛金 6,928,341,395
一年内返済予定長期借入金 1,748,121,000
未払金 3,927,135,444
未払費用 1,233,130,273
未払消費税等 73,191,839
預り金 517,807,544
引当金

賞与引当金 2,088,809,744 2,088,809,744
　流動負債合計 16,516,537,239

Ⅱ　固定負債
長期借入金 9,452,606,000
引当金

退職給付引当金 23,299,332,099 23,299,332,099
資産見返補助金 2,182,063,232
資産除去債務 152,865,700

　固定負債合計 35,086,867,031
　　　　　　負債合計 51,603,404,270
（純資産の部）
Ⅰ　基本金

基本金 235,152,479
　基本金合計 235,152,479

Ⅱ　剰余金
利益剰余金

改良積立金 0
欠損金補てん積立金 3,804,660,767
積立金 39,779,002,848
当期利益金 △ 828,789,327 42,754,874,288
　剰余金合計 42,754,874,288

　　　　　　純資産合計 42,990,026,767
　　　　　　負債純資産合計 94,593,431,037

科　目 金　額



国家公務員共済組合連合会　旧令医療経理

民間企業仮定損益計算書

自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日 （単位：円）

経常収益

保険患者収入 93,637,825,317

一般患者収入 5,494,501,177

利用料金収入 329,328,302

施設収入 1,088,489,370

指定管理料 211,968,000

資産見返補助金戻入 228,198,931

雑収入 897,904,690

事業外収益

受取利息 104,556

事業外収益合計 104,556

　経常収益合計 101,888,320,343

経常費用

薬品費 14,513,955,097

医療材料費 13,378,755,355

飲食材料費 830,344,968

雑損 68,037,980

一般管理費

一般管理費 63,436,881,322

賞与引当金繰入 2,088,809,744

退職給付費用 1,985,847,285

減価償却費 6,097,605,112

貸倒引当金繰入 39,201,813

一般管理費合計 73,648,345,276

事業外費用

支払利息 51,479,600

その他の事業外費用 186,304,574

事業外費用合計 237,784,174

　経常費用合計 102,677,222,850

経常利益 △ 788,902,507

特別利益

固定資産売却益 1,221,788

　特別利益合計 1,221,788

特別損失

固定資産除却損 7,763,508

その他特別損失 33,345,100

　特別損失合計 41,108,608

当期利益金 △ 828,789,327

科　目 金　額



国家公務員共済組合連合会　旧令医療経理

キャッシュ・フロー計算書

自　平成29年4月1日　至　平成30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 △ 828,789,327

減価償却費 6,097,605,112

貸倒引当金の増減額 △ 21,068,079

賞与引当金の増減額 29,165,516

退職給付引当金の増減額 359,395,885

資産見返補助金の増減額 △ 131,091,481

受取利息及び受取配当金 △ 104,556

支払利息 51,479,600

固定資産売却益 △ 1,221,788

固定資産除却損 7,763,508

売上債権の増減額 △ 221,838,038

たな卸資産の増減額 40,335,209

未収金の増減額 56,932,171

仕入債務の増減額 356,395,969

未払金の増減額 133,865,068

未払費用の増減額 120,384,803

未払消費税等の増減額 35,763,857

その他 167,670,641

小計 6,252,644,070

利息及び配当の受取額 100,364

利息の支払額 △ 44,295,995

　業務活動によるキャッシュ・フロー 6,208,448,439

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 △ 3,863,448,392

有形固定資産の売却による収入 12

無形固定資産の取得による支出 △ 106,210,408

その他の投資による支出 △ 2,050,190

その他の投資による収入 3,589,390

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,968,119,588

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 1,405,944,000

長期借入金の返済による支出 △ 1,748,161,500

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 342,217,500

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 1,898,111,351

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 13,841,198,064

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 15,739,309,415

科目



重要な会計方針等 旧令医療経理

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

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                   23,657,349,286円

 勤務費用                                1,818,120,229 円

  利息費用                   94,683,635円

    数理計算上の差異の発生額            △331,087,575円

  退職給付の支払額           △1,626,451,400円

 退職給付債務の期末残高                   23,612,614,175 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             23,612,614,175 円

  未積立退職給付債務                     23,612,614,175円

  未認識数理計算上の差異                △1,807,491,923円

 未認識過去勤務費用                      1,494,209,847 円

 貸借対照表に計上された負債             23,299,332,099 円

  退職給付引当金                  23,299,332,099円

    貸借対照表に計上された負債        23,299,332,099円

d） 退職給付費用及びその内訳項目の金額

 勤務費用 1,818,120,229 円

 利息費用 94,683,635円

 数理計算上の差異の費用処理額    374,962,149 円

  過去勤務費用の費用処理額         △301,918,728円

  確定給付制度に係る退職給付費用     1,985,847,285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 30 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

15,739,309,415

16,240,825,504

(6,928,341,395)

(3,927,135,444)
 (11,200,727,000)

15,739,309,415

16,240,825,504

(6,928,341,395)

(3,927,135,444)
(11,371,722,572)

－

－

－

－

(170,995,572)

（＊）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 13年）と見積り、割

引率は△0.118％～1.40％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 90,741,667

時の経過による調整額 308,948

その他増減額（△は減少） 61,815,085

期末残高 152,865,700

（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 ････････････････････････････ 15,739,309,415 円

 現金及び現金同等物 15,739,309,415 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

 1 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。


