
８．基金等変動計算書

・平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
（単位：百万円）

科    　　　　　　目 金  　　  額 科    　　　　　　目 金  　　  額

基金等 　　　当期未処分剰余金

　基金 　　　　前期末残高 143,318 
　　前期末残高 120,000 　　　　当期変動額

　　当期変動額 　　　　　社員配当準備金の積立て △ 89,227 
　　　当期変動額合計 - 　　　　　損失てん補準備金の積立て △ 300 
　　当期末残高 120,000 　　　　　基金利息の支払 △ 2,328 
　基金償却積立金 　　　　　当期純剰余 130,535 
　　前期末残高 300,000 　　　　　基金償却準備金の積立て △ 38,700 
　　当期変動額 　　　　　価格変動積立金の積立て △ 10,000 
　　　当期変動額合計 - 　　　　　社会公共事業助成資金の積立て △ 2,326 
　　当期末残高 300,000 　　　　　社会公共事業助成資金の取崩し 2,326 
　再評価積立金 　　　　　保健文化賞資金の積立て △ 60 
　　前期末残高 248 　　　　　保健文化賞資金の取崩し 60 
　　当期変動額 　　　　　緑のデザイン賞資金の積立て △ 50 
　　　当期変動額合計 - 　　　　　緑のデザイン賞資金の取崩し 46 
　　当期末残高 248 　　　　　不動産圧縮積立金の積立て △ 482 
　剰余金 　　　　　不動産圧縮積立金の取崩し 156 
　　損失てん補準備金 　　　　　土地再評価差額金の取崩し 797 
　　　前期末残高 5,100 　　　　　当期変動額合計 △ 9,551 
　　　当期変動額 　　　　当期末残高 133,766 
　　　　損失てん補準備金の積立て 300 　　剰余金合計

　　　　当期変動額合計 300 　　　前期末残高 269,913 
　　　当期末残高 5,400 　　　当期変動額

　　その他剰余金 　　　　社員配当準備金の積立て △ 89,227 
　　　基金償却準備金 　　　　基金利息の支払 △ 2,328 
　　　　前期末残高 42,600 　　　　当期純剰余 130,535 
　　　　当期変動額 　　　　土地再評価差額金の取崩し 797 
　　　　　基金償却準備金の積立て 38,700 　　　　当期変動額合計 39,776 
　　　　　当期変動額合計 38,700 　　　当期末残高 309,690 
　　　　当期末残高 81,300 　基金等合計

　　　危険準備積立金 　　前期末残高 690,162 
　　　　前期末残高 43,139 　　当期変動額

　　　　当期変動額 　　　社員配当準備金の積立て △ 89,227 
　　　　　当期変動額合計 - 　　　基金利息の支払 △ 2,328 
　　　　当期末残高 43,139 　　　当期純剰余 130,535 
　　　価格変動積立金 　　　土地再評価差額金の取崩し 797 
　　　　前期末残高 20,000 　　　当期変動額合計 39,776 
　　　　当期変動額 　　当期末残高 729,938 
　　　　　価格変動積立金の積立て 10,000 評価・換算差額等

　　　　　当期変動額合計 10,000 　その他有価証券評価差額金

　　　　当期末残高 30,000 　　前期末残高 957,385 
　　　社会公共事業助成資金 　　当期変動額

　　　　前期末残高 9 　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,004,841 
　　　　当期変動額 　　　当期変動額合計 △ 1,004,841 
　　　　　社会公共事業助成資金の積立て 2,326 　　当期末残高 △ 47,456 
　　　　　社会公共事業助成資金の取崩し △ 2,326 　繰延ヘッジ損益

　　　　　当期変動額合計 - 　　前期末残高 - 
　　　　当期末残高 9 　　当期変動額

　　　保健文化賞資金 　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額） △ 357 
　　　　前期末残高 4 　　　当期変動額合計 △ 357 
　　　　当期変動額 　　当期末残高 △ 357 
　　　　　保健文化賞資金の積立て 60 　土地再評価差額金

　　　　　保健文化賞資金の取崩し △ 60 　　前期末残高 △ 61,500 
　　　　　当期変動額合計 0 　　当期変動額

　　　　当期末残高 4 　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額） △ 797 
　　　緑のデザイン賞資金 　　　当期変動額合計 △ 797 
　　　　前期末残高 6 　　当期末残高 △ 62,297 
　　　　当期変動額 　評価・換算差額等合計

　　　　　緑のデザイン賞資金の積立て 50 　　前期末残高 895,884 
　　　　　緑のデザイン賞資金の取崩し △ 46 　　当期変動額

　　　　　当期変動額合計 3 　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,005,996 
　　　　当期末残高 9 　　　当期変動額合計 △ 1,005,996 
　　　不動産圧縮積立金 　　当期末残高 △ 110,111 
　　　　前期末残高 15,635 純資産合計

　　　　当期変動額 　前期末残高 1,586,046 
　　　　　不動産圧縮積立金の積立て 482 　当期変動額

　　　　　不動産圧縮積立金の取崩し △ 156 　　社員配当準備金の積立て △ 89,227 
　　　　　当期変動額合計 326 　　基金利息の支払 △ 2,328 
　　　　当期末残高 15,961 　　当期純剰余 130,535 
　　　別途積立金 　　土地再評価差額金の取崩し 797 
　　　　前期末残高 100 　　基金等以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,005,996 
　　　　当期変動額 　　当期変動額合計 △ 966,219 
　　　　　当期変動額合計 - 　当期末残高 619,827 
　　　　当期末残高 100 

－２８－ 第一生命保険相互会社



・平成19年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
（単位：百万円）

科    　　　　　　目 金  　　  額 科    　　　　　　目 金  　　  額

基金等 　　　当期未処分剰余金

　基金 　　　　前期末残高 157,618 
　　前期末残高 140,000 　　　　当期変動額

　　当期変動額 　　　　　社員配当準備金の積立て △ 114,169 
　　　基金の償却 △ 20,000 　　　　　損失てん補準備金の積立て △ 400 
　　　当期変動額合計 △ 20,000 　　　　　基金利息の支払 △ 2,678 
　　当期末残高 120,000 　　　　　当期純剰余 139,429 
　基金償却積立金 　　　　　基金償却準備金の積立て △ 26,200 
　　前期末残高 280,000 　　　　　価格変動積立金の積立て △ 10,000 
　　当期変動額 　　　　　社会公共事業助成資金の積立て △ 2,326 
　　　基金償却積立金の積立て 20,000 　　　　　社会公共事業助成資金の取崩し 2,326 
　　　当期変動額合計 20,000 　　　　　保健文化賞資金の積立て △ 50 
　　当期末残高 300,000 　　　　　保健文化賞資金の取崩し 51 
　再評価積立金 　　　　　緑のデザイン賞資金の積立て △ 50 
　　前期末残高 248 　　　　　緑のデザイン賞資金の取崩し 50 
　　当期変動額 　　　　　不動産圧縮積立金の積立て △ 1,908 
　　　当期変動額合計 - 　　　　　不動産圧縮積立金の取崩し 163 
　　当期末残高 248 　　　　　土地再評価差額金の取崩し 1,460 
　剰余金 　　　　　当期変動額合計 △ 14,300 
　　損失てん補準備金 　　　　当期末残高 143,318 
　　　前期末残高 4,700 　　剰余金合計

　　　当期変動額 　　　　前期末残高 265,871 
　　　　損失てん補準備金の積立て 400 　　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 400 　　　　　社員配当準備金の積立て △ 114,169 
　　　当期末残高 5,100 　　　　　基金償却積立金の積立て △ 20,000 
　　その他剰余金 　　　　　基金利息の支払 △ 2,678 
　　　基金償却準備金 　　　　　当期純剰余 139,429 
　　　　前期末残高 36,400 　　　　　土地再評価差額金の取崩し 1,460 
　　　　当期変動額 　　　　　当期変動額合計 4,042 
　　　　　基金償却積立金の積立て △ 20,000 　　　　当期末残高 269,913 
　　　　　基金償却準備金の積立て 26,200 　基金等合計

　　　　　当期変動額合計 6,200 　　前期末残高 686,119 
　　　　当期末残高 42,600 　　当期変動額

　　　危険準備積立金 　　　社員配当準備金の積立て △ 114,169 
　　　　前期末残高 43,139 　　　基金利息の支払 △ 2,678 
　　　　当期変動額 　　　当期純剰余 139,429 
　　　　　当期変動額合計 - 　　　基金の償却 △ 20,000 
　　　　当期末残高 43,139 　　　土地再評価差額金の取崩し 1,460 
　　　価格変動積立金 　　　当期変動額合計 4,042 
　　　　前期末残高 10,000 　　当期末残高 690,162 
　　　　当期変動額 評価・換算差額等

　　　　　価格変動積立金の積立て 10,000 　その他有価証券評価差額金

　　　　　当期変動額合計 10,000 　　前期末残高 2,253,999 
　　　　当期末残高 20,000 　　当期変動額

　　　社会公共事業助成資金       基金等以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,296,614 
　　　　前期末残高 9 　　　当期変動額合計 △ 1,296,614 
　　　　当期変動額 　　当期末残高 957,385 
　　　　　社会公共事業助成資金の積立て 2,326 　繰延ヘッジ損益

　　　　　社会公共事業助成資金の取崩し △ 2,326 　　前期末残高 △ 2 
　　　　　当期変動額合計 - 　　当期変動額

　　　　当期末残高 9       基金等以外の項目の当期変動額（純額） 2 
　　　保健文化賞資金 　　　当期変動額合計 2 
　　　　前期末残高 6 　　当期末残高 - 
　　　　当期変動額 　土地再評価差額金

　　　　　保健文化賞資金の積立て 50 　　前期末残高 △ 60,005 
　　　　　保健文化賞資金の取崩し △ 51 　　当期変動額

　　　　　当期変動額合計 △ 1       基金等以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,495 
　　　　当期末残高 4 　　　当期変動額合計 △ 1,495 
　　　緑のデザイン賞資金 　　当期末残高 △ 61,500 
　　　　前期末残高 6 　評価・換算差額等合計

　　　　当期変動額 　　前期末残高 2,193,991 
　　　　　緑のデザイン賞資金の積立て 50 　　当期変動額

　　　　　緑のデザイン賞資金の取崩し △ 50       基金等以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,298,107 
　　　　　当期変動額合計 0 　　　当期変動額合計 △ 1,298,107 
　　　　当期末残高 6 　　当期末残高 895,884 
　　　不動産圧縮積立金 純資産合計

　　　　前期末残高 13,891 　前期末残高 2,880,111 
　　　　当期変動額 　当期変動額

　　　　　不動産圧縮積立金の積立て 1,908 　　社員配当準備金の積立て △ 114,169 
　　　　　不動産圧縮積立金の取崩し △ 163 　　基金利息の支払 △ 2,678 
　　　　　当期変動額合計 1,744 　　当期純剰余 139,429 
　　　　当期末残高 15,635 　　基金の償却 △ 20,000 
　　　別途積立金 　　土地再評価差額金の取崩し 1,460 
　　　　前期末残高 100     基金等以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,298,107 
　　　　当期変動額 　　当期変動額合計 △ 1,294,065 
　　　　　当期変動額合計 - 　当期末残高 1,586,046 
　　　　当期末残高 100 

－２９－ 第一生命保険相互会社


