
 

 

             

 
 

収支計算書 

 

(単位：円)

金    　額
26,107,160,817

　　保証料 21,093,977,950
　　預け金利息 190,120,039
　　有価証券利息配当金 1,314,189,137
　　延滞保証料 23,566,793
　　損害金 392,955,429 左表は、信用保証協会法施行規則等に基づいて作成した

　　責任共有負担金 2,683,699,000 収支計算書ですが、よりご理解いただくため経常外収支

　　その他 408,652,469 について純増減額をわかりやすく表示すると下表のよう

18,979,391,479 になります。

　　業務費 7,471,409,819 (単位：円)

　　借入金利息 0
　　信用保険料 11,084,428,319 金    　額

　　責任共有負担金納付金 409,638,300 1,448,882,585 …①

　　雑支出 13,915,041

7,127,769,338 13,643,330,405

50,253,190,171 △ 13,315,904,202

　　償却求償権回収金 1,448,882,585 (327,426,203) …②

　　責任準備金戻入 13,643,330,405
　　求償権償却準備金戻入 4,883,691,188 4,883,691,188

　　求償権補てん金戻入 30,277,052,993 △ 3,891,225,358

　　その他 233,000 (992,465,830) …③

51,826,999,043
　　求償権償却 34,590,706,908 　求償権償却 △ 34,590,706,908

　　譲受債権償却 0 30,277,052,993

　　有価証券償却 0 　（保険金） (27,026,218,773)

　　雑勘定償却 23,584,726 　（損失補償補てん金） (3,250,834,220)

　　退職金 5,059,671 △ 4,313,653,915 …④

　　責任準備金繰入 13,315,904,202 △ 28,929,575 …⑤

　　求償権償却準備金繰入 3,891,225,358 △ 1,573,808,872 …⑥

　　その他 518,178 ＊①＋②＋③＋④＋⑤＝⑥となります。

△ 1,573,808,872

0
0

5,553,960,466

2,776,980,233
2,776,980,233

　（当期純戻入額）

科      目
　経常収入

　経常支出

経常外収支

科      目

　償却求償権回収金

　責任準備金

　経常収支差額 　戻入

　経常外収入 　繰入

　求償権償却準備金

　戻入

　繰入

　（当期純戻入額）

　経常外支出 　求償権償却

　求償権補てん金戻入

　（当期自己償却額）

　その他

　経常外収支差額

　経常外収支差額

　制度改革促進基金取崩額

　収支差額変動準備金取崩額

　当期収支差額

　収支差額変動準備金繰入額
　基本財産繰入額
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貸借対照表 

(単位:円)

科    　目 金　  額 科　  目 金　  額
現金 591,116 基本財産 123,833,525,535
預け金 53,797,473,593 制度改革促進基金 0
金銭信託 0 収支差額変動準備金 42,076,316,151
有価証券 168,740,008,000 責任準備金 13,315,904,202
その他有価証券 79,269 求償権償却準備金 3,891,225,358
動産・不動産 4,230,650,808 退職給与引当金 4,757,139,443
損失補償金見返 234,752,391,313 損失補償金 234,752,391,313
保証債務見返 2,212,648,842,815 保証債務 2,212,648,842,815
求償権 9,639,036,448 求償権補てん金 0
譲受債権 0 借入金 0
雑勘定 6,714,739,465 雑勘定 55,248,468,010

合　 　計 2,690,523,812,827 負債及び正味財産合計 2,690,523,812,827

借     方 貸     方

*上表は、信用保証協会法施行規則等に基づいて作成した貸借対照表ですが、よりご理解いただくため、
 一般企業における貸借対照表の表示等に置き換えると次表のようになります。

（単位：円）

科  　目 金　   額 構成比 科　   目 金　   額 構成比
【資産】 【負債】

現金・預け金 53,798,064,709 22.5% 責任準備金 13,315,904,202 5.6%
金銭信託 0 0.0% 退職給与引当金 4,757,139,443 2.0%
有価証券 168,740,008,000 70.5% 借入金 0 0.0%
その他有価証券 79,269 0.0% 雑勘定 55,248,468,010 23.1%
動産・不動産 4,230,650,808 1.8% （未経過保証料） (53,869,757,952) (22.5%)
求償権 9,639,036,448 4.0% （その他） (1,378,710,058) (0.6%)

求償権償却準備金 △ 3,891,225,358 △1.6% 負債合計 73,321,511,655 30.6%

雑勘定 6,714,739,465 2.8% 【正味財産】
（未経過保険料） (5,397,871,249) (2.3%) 基本財産 123,833,525,535 51.8%
（その他） (1,316,868,216) (0.6%) （基金） (118,007,434,525) (49.3%)

（基金準備金） (5,826,091,010) (2.4%)
制度改革促進基金 0 0.0%
収支差額変動準備金 42,076,316,151 17.6%

正味財産合計 165,909,841,686 69.4%

合　 　計 239,231,353,341 100.0% 負債及び正味財産合計 239,231,353,341 100.0%

借   方 貸   方

＊保証債務見返(借方)・保証債務（貸方）2 ,212 ,648 ,842 ,815円、
 損失補償金見返(借方)・損失補償金（貸方）234,752,391,313円 は、

 備忘勘定で借方・貸方同額のため、この表から除いています。
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