
診療報酬審査支払特別会計

  国民健康保険診療報酬支払
　勘定

後期高齢者医療事業関係業務
特別会計
  業務勘定
  後期高齢者医療診療報酬支
  払勘定
  公費負担医療に関する診療
  報酬支払
  勘定
介護保険事業関係業務特別会
計
  業務勘定
  介護給付費支払勘定
  公費負担医療に関する診療
  報酬支払勘定
保険財政共同安定化事業・高
額医療費共同事業特別会計
保険者協議会関係業務特別会
計
障害者自立支援事業関係業務
特別会計
　業務勘定
  障害介護給付費支払勘定
  障害児給付費支払勘定

0

　同上（事務費管理口座）
特定健康診査・特定保健指導
等事業特別会計
  業務勘定
  特定健康診査・特定保健指 0
  導等費用支払
  後期高齢者健診等費用支払 0
　勘定
役職員退職手当積立金特別会 0
計

3月審査分（出納整理期間）　
　指定公費負担医療費

3月審査分等（出納整理期間）
　診療報酬等支払勘定預り金

3月審査分等（出納整理期間）
　審査支払手数料等

受取負担金

指定公費負担医療審査支払手
数料を診療報酬審査支払特別
会計業務勘定へ繰入れ

会計・勘定間貸借 0
　診）業務勘定 -210
　診）出産育児一時 210
　均等支払勘定

   流動資産合計 15,971,806,554

    

13,535,998

  未収金 15,608,733,976

（普）3622222

0

    （普）2050096

6,975,664

    

（普）3620624

9,827,178

    （普）3620575

23,059

    

    （普）3620637

（普）3619450
（普）3619463

    （普）3619447

    
    

（普）3614640

    （普）2178000

    （普）2334440
    （普）2334428

    

    
（普）3620546

（普）3620520
    （普）3620533

    （普）3625207
    
    

  (流動資産)
  預金 山陰合同銀行　鳥取県庁支店 363,072,578

財産目録
平成26年 3月31日現在

鳥取県国民健康保険団体連合会 （単位:円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

国保高齢者医療制度円滑導入
基金事業特別会計(診療報酬
管理口座）

一般会計

  業務勘定

  老人健康保険診療支払勘定
  公費負担医療に関する診療
  報酬支払勘定
  特別医療費支払勘定

（普）3620562

（普）2050038

（普）2050044
（普）2050050

（普）2166151
（普）2050067

（普）2334457

（普）2050073

17,060,134

62,101,683
10,144,926

16,787,164
0

526,320
（普）2315718

956

25,423,278

  妊婦・乳児一般健康診査費
  支払勘定
  出産育児一時金等支払勘定

566,621

6,724

15,302,830

24,442,346
10,203

585,393

2,074

159,750,027

（内訳） 預託金

　指定公費負担医療費審査支
　払手数料

1,162,607

支払勘定預り金 14,947,860,408

受取手数料等 69,774,199

その他 22,743,473

57,183,852

第12期分　保険財政共同安定
化事業・高額医療費共同事業拠
出金

492,587,833

他会計振替 6,779,707



　立金 て管理

同上

同上

同上

同上

同上

鳥取市立川町6丁目176

（内訳）
　取得価額
　減価償却累計額
　取得価額
　減価償却累計額

（内訳）
630,000

-615,626
1,853,250

-1,853,249
518,700

-518,698
3,088,995

-3,088,993
999,600

-760,112
14,096,250
-7,610,283

483,000
-308,120

7,348,417
-4,113,329

  取得価額 17,566,018
-2,712,596

KDBｼｽﾃﾑ関係機器 10,356,528
-3,374,357

国保総合ｼｽﾃﾑｽﾄﾚｰｼﾞ増設 4,324,194
-1,297,258
61,830,896

-16,926,890
ﾃﾞｰﾀ集配信ｼｽﾃ関係機器 10,689,567

-2,114,758
ｵﾝﾗｲﾝ請求ｼｽﾃﾑ関係機器 29,614,095

  減価償却累計額
  取得価額

  減価償却累計額
後期高齢者医療請求支払ｼｽﾃﾑ関
係機器

  減価償却累計額

  減価償却累計額
  取得価額

  取得価額

  取得価額

  減価償却累計額

CDオートローダー

パーソナルコンピュータ周辺機
器（事務用・審査用）
介護・障害一拠点化ｼｽﾃﾑ関係機

  取得価額

  取得価額
  減価償却累計額

  減価償却累計額
  取得価額

サーバ室空調機器増設  取得価額
  減価償却累計額
  取得価額
  減価償却累計額

在宅情報提供システムネット
ワークプリンタ  減価償却累計額

  取得価額
  減価償却累計額

レセプト電算システムネット
ワークプリンタ
レセプト管理システムデータ保
管保管委託外付けHDD等
社会保障カード関係機器

業務用シュレッダー

  取得価額
  減価償却累計額

3,381,000
-1,989,366
38,560,641

-19,354,417

  取得価額
  減価償却累計額

情報ｾｷｭﾘﾃｨに係る執務室レイア
ウト変更のための設備

公用車（エスティマハイブリッ
ト）

  取得価額

財政調整に関する資金として
管理

次期システム機器更改の資金
として管理

1階サーバﾞ室入退室管理システ
ム

      取得価額 159,331,216
      減価償却累計額 -49,859,485

      減価償却累計額 -1,757,503

  什器備品 109,471,731

  車両運搬具 2,372,497
      取得価額 4,130,000

      取得価額 鳥取県国民健康保険団体連合会 41,941,641
      減価償却累計額 -21,343,783

    その他固定資産 299,292,054

  建物付属設備 20,597,858

  求支払システム積
  立金 鳥取銀行　鳥取県庁支店

  金 鳥取銀行　鳥取県庁支店

      後期高齢者医療請 山陰合同銀行　鳥取県庁支店 84,146,000

      レセプトオンライ 山陰合同銀行　鳥取県庁支店 32,195,950
  ンシステム等積立

      特定健診データ管 山陰合同銀行　鳥取県庁支店 52,104,308
  理システム積立金

  援情報提供システ
  ム積立金

  システム積立金

      在宅医療等推進支 山陰合同銀行　鳥取県庁支店 141,290,438

  等システム積立金

      レセ処理・新共電 山陰合同銀行　鳥取県庁支店 641,923,001

鳥取銀行　鳥取県庁支店

  金

      介護保険審査支払 山陰合同銀行　鳥取県庁支店 156,260,050

鳥取銀行　鳥取県庁支店

    　役職員退職手当積 山陰合同銀行　鳥取県庁支店 239,605,845

      財政調整資金積立 山陰合同銀行　鳥取県庁支店 413,157,619

鳥取銀行　鳥取県庁支店

役職員の退職手当の資金とし

  託金
  積立金 1,760,683,211

      国保高齢者医療制 みずほ銀行　町村会館出張所 127,771,762
  度円滑導入基金預 　定期預金・普通預金

国保高齢者医療制度円滑導入
基金事業の基金として管理

    特定資産 1,888,454,973
  預託金 127,771,762

  (固定資産)



-5,818,868
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ 255,900

-42,606

（内訳）
在宅医療情報提供ｼｽﾃﾑ 26,040,000

-25,959,500
ｵﾝﾗｲﾝ請求ｼｽﾃﾑ 27,731,304

-24,294,740
介護保険審査支払等ｼｽﾃﾑ 58,560,233

-56,095,074
障害者自立支援給付支払等ｼｽﾃﾑ 15,687,000

-15,393,000
特定健診ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ 6,936,300

-1,437,205
25,332,195

-23,237,695
8,704,500

-7,108,675
175,566,588

-103,727,802
1,476,300
-615,125
892,500

-371,875
39,900,000

-15,960,000
3,030,300

-1,212,120
4,012,260

-1,203,678
2,394,000

-1,476,300
43,293,600
-7,410,059

後期高齢者医療請求支払ｼｽﾃﾑ 56,010,622
-52,629,114

KDBｼｽﾃﾑ関係ｿﾌﾄｳｪｱ 5,777,688
-433,970

ﾃﾞｰﾀ集配信ｼｽﾃﾑ 594,063
-108,910

審査情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ 3,646,125
-60,768

ソフトウェア取得価額 20,801,025

什器備品 什器備品取得価額 17,775,426

負担金補助及び交付金 3月審査分指定公費負担医療費 59,762,765

人件費及び委託料等 55,864,473

支払負担金等 保険財政・高額医療費共同事 615,446,715
業支出金及び国保中央会負担
金等

指定公費負担医療審査支払手 6,779,707
数料を診療報酬審査支払特別
会計業務勘定へ繰出し

その他 19,066,244

3月審査分等（出納整理期間）
診療報酬等支払勘定預り金

14,963,775,816

諸費用

他会計振替

次年度上期支払分

  減価償却累計額
  取得価額
  減価償却累計額
  取得価額
  減価償却累計額

予算編成ｼｽﾃﾑ

医療費通知作成ｼｽﾃﾑ

保険者支援ｼｽﾃﾑ

  取得価額
  減価償却累計額
  取得価額

  取得価額
  減価償却累計額
  取得価額
  減価償却累計額
  取得価額
  減価償却累計額

  取得価額
  減価償却累計額
  取得価額
  減価償却累計額

OCR等ｼｽﾃﾑ

妊婦乳児一般健康診査管理機能
開発

  取得価額
  減価償却累計額

ﾚｾﾌﾟﾄ電算処理歯科ｼｽﾃﾑ

社会保障ｶｰﾄﾞ関連機器整備

国保総合ｼｽﾃﾑ（外付けｼｽﾃﾑ含
む）
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ差額通知ｼｽﾃﾑ

  減価償却累計額

  取得価額
  減価償却累計額
  取得価額
  減価償却累計額

WEBﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改修業務

  減価償却累計額

  取得価額
  減価償却累計額
  取得価額
  減価償却累計額

  取得価額
  減価償却累計額
  取得価額
  減価償却累計額
  取得価額

  減価償却累計額
  取得価額
  減価償却累計額

  取得価額

  取得価額

     正味財産 2,263,145,989

   固定負債合計 137,132,821
     負債合計 15,896,407,592

  (固定負債)
  退職給付引当金 137,132,821

  金
   流動負債合計 15,759,274,771

      電子証明書発行手   電子証明書発行手 2,600
  数料支払勘定預り

  未払金
ソフトウェア

15,759,272,171

支払勘定預り金

  支払勘定預り金 2,600

     資産合計 18,159,553,581
  (流動負債)

      減価償却累計額 -338,735,610

   固定資産合計 2,187,747,027

  減価償却累計額

  ソフトウェア 166,849,968
      取得価額 505,585,578


