
自治体名：山形県国保連
会計：

年度：
期間：

平成26年度
2014/04～2015/03

科目名 金　　　額

貸借対照表
総合計

（単位：円  ）

Ⅰ 資産の部

　1 流動資産

　　現金預金 778,030,747

　　未収金 735,725,042

　　未収診療報酬等 27,406,121,340

　　有価証券

　　貯蔵品

　　短期貸付金

　　高額医療費共同事業積立金

　　貸倒引当金

　　　流動資産合計 28,919,877,129

　2 固定資産

　　（１） 基本財産

　　　基本財産合計

　　（２） 特定資産

　　　退職給付引当資産 428,159,276

　　　財政調整基金積立資産 407,813,790

　　　レセプト電算処理システム積立金引当資産

　　　会館維持補修引当資産

　　　積立金繰入金

　　　減価償却引当資産 691,578,433

　　　電算処理システム導入経費作業積立資産 42,402,000

　　　国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産 288,350,792

　　　国保介護従事者処遇改善基金積立資産

　　　コンピュータープログラム開発基金積立資産

　　　特定資産合計 1,858,304,291

　　（３） その他固定資産

　　　　建物 754,077,240

　　　　建物附属設備

　　　　構築物

　　　　車両運搬具

　　　　什器備品 102,707,799

　　　　土地 126,286,774

　　　　リース資産 96,218,817

　　　　建設仮勘定

　　　　敷金

　　　　商標権

　　　　投資有価証券 14,200

　　　　ソフトウェア 90,482,371

　　　　長期貸付金

　　　　長期前払費用

　　　その他固定資産合計 1,169,787,201

　　　固定資産合計 3,028,091,492

　　　資産合計 31,947,968,621

Ⅱ 負債の部

　1 流動負債

　　未払金 1,267,455,657

　　未払診療報酬等 27,417,463,603

　　前受金

　　預り金 3,138,900

　　リース債務 96,218,817

　　短期借入金

　　１年内返済予定長期借入金

　　賞与引当金 37,301,100

　　その他引当金

　　　流動負債合計 28,821,578,077

　2 固定負債

　　長期借入金

　　退職給付引当金 604,710,665

　　長期リース債務

　　　固定負債合計 604,710,665

　　　負債合計 29,426,288,742

Ⅲ 正味財産の部

　1 指定正味財産

　　受取補助金等 4,798,183,118

　　固定資産受贈益
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　　一般正味財産への振替額 4,798,183,118

　　　指定正味財産合計

　　　うち基本財産への充当額

　　　うち特定資産への充当額

　2 一般正味財産

　　一般正味財産 2,521,679,879

　　　うち基本財産への充当額

　　　うち特定資産への充当額 1,289,047,498

　　　正味財産合計 2,521,679,879

　　　負債及び正味財産合計 31,947,968,621
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自治体名：山形県国保連
会計：

年度：
期間：

平成26年度
2014/04～2015/03

科目名 金　　　額

正味財産増減計算書
総合計

（単位：円  ）

Ⅰ 一般正味財産増減の部

　1 経常増減の部

　　(1) 経常収益

　　　① 基本財産運用益

　　　　基本財産受取利息

　　　② 特定資産運用益 446,059

　　　　特定資産受取利息 446,059

　　　③ 受取会費

　　　　国保連合会負担金

　　　④ 事業収益 1,288,386,420

　　　　診療報酬審査支払手数料収益 197,544,772

　　　　老人保健診療報酬審査支払手数料収益

　　　　公費負担医療費審査支払手数料収益 13,947,170

　　　　福祉関係医療費審査支払手数料収益 71,899,650

　　　　出産育児一時金事務費収益 830,490

　　　　共同処理事業手数料収益 158,260,956

　　　　レセプト電算処理システム手数料収益 228,003,546

　　　　第三者行為求償事務手数料収益 4,390,927

　　　　特定健康診査等手数料収益 25,559,511

　　　　介護給付費審査支払手数料収益 111,555,197

　　　　公費負担医療等審査支払手数料収益 3,080,865

　　　　介護共同処理事業手数料収益 2,759,833

　　　　介護職員処遇改善交付金支払手数料収益

　　　　障害介護給付費支払手数料収益 27,400,990

　　　　障害者自立支援給付等手数料収益

　　　　障害者共同処理事務手数料収益

　　　　後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収益 331,577,322

　　　　後期高齢者医療公費負担医療費審査支払手数料収益 4,027,257

　　　　後期高齢者医療福祉関係医療費審査支払手数料収益 9,459,450

　　　　後期高齢者医療事務代行事務手数料収益

　　　　後期高齢者医療特定健康診査等手数料収益 8,300,883

　　　　その他の事業収益 89,787,601

　　　⑤ 受取診療報酬等 347,221,980,065

　　　　受取診療報酬等 347,221,980,065

　　　⑥ 受取補助金等 1,415,308,411

　　　　受取国庫補助金

　　　　受取県補助金

　　　　県委託料

　　　　国保中央会補助金 10,822,411

　　　　受取補助金等振替額 1,404,486,000

　　　⑦ 受取負担金 114,916,132

　　　　受取負担金 114,916,132

　　　　受取負担金振替額

　　　⑧ 受取寄付金

　　　⑨ 雑収益 11,295,998

　　　　受取賃借料

　　　　受取利息 3,199,016

　　　　雑収益 8,096,982

　　　⑩ 他会計からの繰入金 427,580,708

　　　　他会計からの繰入金 427,580,708

　　　⑪ 共同事業収益 13,111,741,658

　　　　超高額医療費共同事業交付金 45,393,047

　　　　共同事業拠出金 13,066,348,611

　　　　共同事業事務費拠出金

　　　経常収益計 363,591,655,451

　　(2) 経常費用

　　　① 事業費 15,322,935,473

　　　　報酬 122,831,684

　　　　給料手当 13,078,697

　　　　臨時雇賃金 12,720,927

　　　　貸倒引当金繰入

　　　　賞与引当金繰入

　　　　退職給付費用

　　　　その他引当金繰入

　　　　福利厚生費 8,818,828

　　　　会議・研修費 1,483,959
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　　　　旅費交通費 11,184,819

　　　　通信運搬費 14,016,722

　　　　減価償却費 115,320,932

　　　　消耗什器備品費 946,625

　　　　消耗品費 4,671,200

　　　　修繕費

　　　　印刷製本費 2,704,698

　　　　光熱水料費 11,962,398

　　　　新聞図書費 4,399,747

　　　　広告宣伝費

　　　　賃借料 39,153,949

　　　　保険料 98,000

　　　　諸謝金 606,628

　　　　租税公課

　　　　支払負担金 14,660,502,473

　　　　委託費 293,744,914

　　　　支払手数料

　　　　支払利息

　　　　有価証券運用損

　　　　雑費 4,688,273

　　　② 管理費 1,081,906,352

　　　　報酬

　　　　給料手当 398,012,670

　　　　貸倒引当金繰入

　　　　賞与引当金繰入 37,301,100

　　　　退職給付費用 54,158,032

　　　　その他引当金繰入

　　　　福利厚生費 100,926,509

　　　　会議・研修費 3,421,829

　　　　旅費交通費 6,437,525

　　　　通信運搬費 7,750,271

　　　　減価償却費

　　　　消耗什器備品費 238,617

　　　　消耗品費 5,977,927

　　　　修繕費 168,480

　　　　印刷製本費 1,206,898

　　　　光熱水料費 11,884,770

　　　　新聞図書費 3,985,185

　　　　広告宣伝費

　　　　賃借料 5,290,369

　　　　保険料 566,600

　　　　諸謝金 200,466

　　　　委託費 53,022,074

　　　　租税公課 381,043,000

　　　　支払負担金 4,851,393

　　　　支払手数料 3,550,625

　　　　支払利息 252,547

　　　　雑 費 1,659,465

　　　③ 支払診療報酬等 347,221,973,126

　　　　支払診療報酬等 347,221,973,126

　　　④ 他会計への繰出金 427,580,708

　　　　他会計への繰出金 427,580,708

　　　経常費用計 364,054,395,659

　　　評価損益等調整前当期計上増減額 -462,740,208

　　　　基本財産評価損益等

　　　　特定資産評価損益等

　　　　投資有価証券評価損益等

　　　評価損益等計

　　　当期経常増減額 -462,740,208

　2 経常外増減の部

　　(1) 経常外収益

　　　① 固定資産売却益

　　　　固定資産売却益

　　　　車両運搬具売却益

　　　　什器備品売却益

　　　　土地売却益
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　　　② 固定資産受贈益

　　　　土地受贈益

　　　　投資有価証券受贈益

　　　経常外収益計

　　(2) 経常外費用

　　　① 固定資産売却損

　　　　建物売却損

　　　　車両運搬具売却損

　　　　什器備品売却損

　　　　土地売却損

　　　② 固定資産減損損失

　　　　土地減損損失

　　　　投資有価証券減損損失

　　　③ 災害損失

　　　　災害損失

　　　経常外費用計

　　　当期経常外増減額

　　　当期一般正味財産増減額 -462,740,208

　　　一般正味財産期首残高 2,984,420,087

　　　一般正味財産期末残高 2,521,679,879

Ⅱ 指定正味財産増減の部

　　　① 受取補助金等 1,404,486,000

　　　　受取国庫補助金 1,403,057,000

　　　　受取県補助金 1,429,000

　　　　受取中央会補助金

　　　② 固定資産受贈益

　　　　土地受贈益

　　　　投資有価証券受贈益

　　　③ 一般正味財産への振替額 1,404,486,000

　　　　一般正味財産への振替額 1,404,486,000

　　　当期指定正味財産増減額

　　　指定正味財産期首残高

　　　指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高

　　　当期正味財産増減額 -462,740,208

　　　正味財産期首残高 2,984,420,087

　　　正味財産期末残高 2,521,679,879
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