
　令和3年6月10日（木）、「奈良県社会福祉総合
センター」において第167回組合会が開催され、
各議案とも慎重な審議が行われ原案どおり議決さ
れました。
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地方公共団体の数

市 町 村 一部事務組合 計

12 15 12 30 69

組合員数及び被扶養者数
は、令和元年度末と比較す

ると組合員で301人の増加、被扶養者で225人の減少と
なりました。また、掛金等の標準となる標準報酬月額及び
標準期末手当等の額は減少しました。

組合会が開催されました

CONTENTS

組合員等の状況� 〔 〕は前年度決算との差異を表す

種 別 組合員数
� （人）

被扶養者数
� （人）

区分 標準報酬の月額�
� （円）

�標準期末手当等の額の年度
累計額� （円）

合　　計
ⓐ 

14,400 
ⓑ 

13,440 

長期 5,393,956,000  21,058,242,000 

短期 5,519,276,000  21,114,723,000 

〔301〕 〔▲ 225〕 長期 〔6,792,000〕  〔▲ 147,854,000〕

 扶養率 （ⓑ /ⓐ ）   0.93 人   〔▲ 0.04〕 短期  〔▲ 7,758,000〕  〔▲ 163,765,000〕

総 括 事 項

令和2年度 決算の概要について

第167回組合会
　日程第1�議第1号　令和2年度決算について
　日程第2�議第2号　奈良県市町村職員共済組合貯金規則の一部を変更（案）することについて
　日程第3�議第3号　奈良県市町村職員共済組合貸付規則の一部を変更（案）することについて
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収入合計11,394,141千円 － 支出合計10,884,604 千円 ＝ 509,537 千円 
 （ 内訳 当期短期利益金 481,531 千円 ,当期介護利益金 28,006 千円 ）短期経理

○�この経理は、組合員や被扶養者の皆さんの病気やケガ等による医療費、出産・死亡等に対する給付、高齢者医療制度への納
付金、介護保険への納付金等の支払を行う経理です。

○�収入においては短期・介護財源率が前年度より引きあがったこと等により前年度から約6億4,296万円の増加。支出にお
いては、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金等が増加したものの、家族療養の給付や連合会拠出金の減少に
より約2億4,613万円の減少となりました。

○�収支の結果、当期短期利益金4億8,153万
1千円を生じましたので、前年度より繰り
越した欠損金補てん積立金へ積み立て、残
額を積立金へ積み立てました。また当期介
護利益金2,800万6千円を生じましたので、
前年度より繰り越した介護繰越欠損金に充
当しましたが、なお欠損金が生じるため翌
年度に介護繰越欠損金76万3千円を繰り
越しました。

給付金（一部負担金払戻金含む ) 4,453,750 千円

その他 
13,634千円

介護掛金
（任継含む）
537,682千円

介護負担金 527,963 千円

前年度繰越支払準備金 719,498 千円

補助金等収入（高額医療交付金等）1,012,910千円

短期負担金（調整負担金含む）   4,446,010 千円 短期掛金（任継含む） 4,136,444 千円

前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・病床転換支援金等
4,135,938 千円

収入

支出

連合会払込金・拠出金 527,832 千円

次年度繰越支払準備金 667,580 千円 介護納付金
1,039,728 千円

業務経理への
繰入・その他 
59,776 千円

○�この経理は、組合員から保険料を所属所から負担金を徴収して、全国
市町村職員共済組合連合会（以下「市町村連合会という。」）へ払込みを
行う経理です。

○�令和2年度は、198億7,008万7千円の収入があり、全額を払込金と
して市町村連合会へ支出しました。 負担金払込金  12,151,543千円

負担金           12,151,543千円 組合員保険料
7,718,544千円

組合員保険料払込金
7,718,544千円

収入

支出

損益内訳

厚生年金保険経理 収入合計19,870,087 千円 － 支出合計19,870,087 千円 ＝ 0 千円

○�この経理は、職域年金の廃止後に新たに設けられた「退職等年金給付」
に係る財源として組合員から掛金を、所属所から負担金を徴収して、
市町村連合会へ払込みを行う経理です。

○�令和2年度は、12億6,718万8千円の収入があり、全額を払込金とし
て市町村連合会へ支出しました。 負担金払込金 633,598千円

負担金　　　 633,598千円 掛金 　　 　633,590千円

掛金払込金  633,590千円

収入

支出

損益内訳

退職等年金経理 収入合計1,267,188 千円 － 支出合計1,267,188 千円 ＝ 0 千円

損益内訳

件数（件） 日数（日） 金額（万円）
前年度比 前年度比 前年度比

組合員 118,372 ▲� 6,649 191,021 ▲�10,743 183,652 � 2,383

家 族 98,719 ▲�20,013 156,060 ▲�34,831 151,284 ▲�29,480

合 計 217,091 ▲�26,662 347,081 ▲�45,574 334,936 ▲�27,097

令和2年度医療給付実績（現金給付を除く）
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保 健 経 理 収入合計329,071千円 － 支出合計299,685千円 ＝ 29,386千円（当期利益金）

○�この経理は、組合員や被扶養者の皆さんの健康管理や疾病予防に役立てるため、成人病健診、人間ドックや各種健診、健康
相談、保健講座、宿泊施設への利用助成等のほか、特定健康診査・特定保健指導を行う経理です。�

○�収入においては掛金・負担金等の増加により前年度から約67万円の増加。支出においては厚生費等の減少により約819万
円の減少となりました。

○�収支の結果、2,938万6千円の当期利益金を生じましたので、前年度より繰り越した積立金へ積み立てました。

業 務 経 理 収入合計253,326千円 － 支出合計247,581千円 ＝ 5,745千円（当期利益金）

○�この経理は、人件費及び短期給付事業や長期給付事業に係る事務費、その他共済組合の運営に要する諸経費を賄う経理です。
所属所からの負担金、短期経理からの繰入金及び市町村連合会からの交付金等により賄われています。

○�収入においては、連合会交付金等の減少により、前年度から約1,952万円の減少。支出においては共済事業全体にかかる
経費の経理間の配分を見直したことにより約352万円の増加となりました。

○収支の結果、574万5千円の当期利益金を生じましたので、全額を積立金に積み立てました。

役員報酬・職員給与・賃金　  132,566千円

短期経理より繰入・その他
30,856千円

連合会交付金 59,506千円負担金　 162,964 千円

連合会分担金・事務費負担金払込金
72,927 千円

収入

支出

旅費・事務費  11,047 千円 その他 31,041千円

損益内訳

経過的長期預託金 
管理経理 収入合計 27 千円 － 支出合計 27 千円 ＝ 0 千円

○�この経理は、長期給付積立金の一部を市町村連合会から預託を受け、
貸付経理への貸付金のほか、地方公共団体より引き受ける縁故地方債
購入等の管理・運用を行う経理です。

○�令和2年度は、2万7千円の収入があり、全額を支払利息として　市町
村連合会へ支出しました。

支払利息　　　　 27千円

利息及び配当金　 27千円収入

支出

損益内訳

退職等年金預託金
管理経理 収入合計16,520 千円 － 支出合計16,520 千円 ＝ 0 千円

○�この経理は、長期給付積立金の一部を市町村連合会から預託を受け、
貸付経理への貸付金の管理・運用を行う経理です。

○�令和2年度は、1,652万円の収入があり、全額を支払利息として市町
村連合会へ支出しました。 支払利息 16,520千円

利息及び配当金 16,520千円収入

支出

損益内訳

負担金払込金   　82,629千円

負担金 　　　  　82,629千円収入

支出

損益内訳○�この経理は、被用者年金一元化前に決定した公務障害・遺族年金等の
給付に要する費用として所属所から負担金を徴収して、市町村連合会
へ払込みを行う経理です。

○�令和2年度は、8,262万9千円の収入があり、全額を払込金として市町
村連合会へ支出しました。

経過的長期経理 収入合計 82,629 千円 － 支出合計 82,629 千円 ＝ 0 千円
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貸 付 経 理 収入合計 21,448 千円 － 支出合計 25,934千円 ＝ ▲4,486 千円（当期損失金 ）

○この経理は、普通・住宅・災害・入学・修学・結婚・葬祭等、組合員の皆さんが資金を必要とする際に貸付を行う経理です。

○�収入においては組合員貸付金利息等の減少により約410万円の減少。支出においては、支払利息の減少により約668万円
の減少となりました。

○�収支の結果448万5千円の当期損失金を生じましたので、前年度より繰り越した積立金を取り崩して補てんし、なお、欠損
金が生じるため欠損金補てん積立金の一部を取り崩して補てんしました。

令和2年度末の貸付金の状況　※≪　≫内は前年度対比を表す。

貸付総額 貸付件数 主な貸付の利率

15億5,026万円
≪▲3億2,139万円≫

1,251件
≪▲177件≫ 普通・住宅・特別：年1.26％　　　　　　　　 災害：年0.93％　　　　　　　　

収入

支出 支払利息   16,521千円

その他
217千円

組合員貸付金利息(保険料充当金含む) 　21,231千円

旅費・事務費 553千円

職員給与 4,010千円

連合会払込金  301千円

その他 4,549千円

損益内訳

厚生費　  198,666千円

利息及び
配当金・その他
976千円掛金 162,273千円負担金 　165,822千円収入

支出

特定健康診査等費  22,298千円 その他 41,657千円

職員給与 31,877千円 連合会分担金 3,472千円

旅費・事務費 1,715千円

損益内訳

○�この経理は、積み立て貯金に加入されている組合員の皆さんからお預かりした組合員貯金を、安全かつ効率的に運用し利
息として還元する経理です。

○�収入においては利息及び配当金等の減少により、前年度から1,321万円の減少。支出においては、支払利率の変更に伴う
支払利息の減少により約7,017万円の減少となりました。

○�収支の結果、1億9,997万円の当期利益金を生じましたので、7,635万円を欠損金補てん積立金に、1億2,361万円を積立
金へ積み立てました。

令和2年度末の貯金の状況　※≪　≫内は前年度対比を表す。

貯金総額 貯金者数 加入率 支払利率

751億9,933万円
 ≪15億2,713万円≫

9,385人
≪▲69人≫

65.17％　　　　　　　　
≪▲1.88％　　　　　　　　≫ 令和2年4月1日より� 年利 1.00％　　　　　　　　

支払利息　 752,430千円

その他
28,335千円

利息及び配当金　 989,247千円収入

支出
事務費   3,048千円

職員給与 31,834千円 その他 30,300千円

損益内訳

貯 金 経 理 収入合計1,017,582千円 － 支出合計817,612千円 ＝ 199,970千円（当期利益金）
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