
 

 

             

 
 

収支計算書 

 

(単位：円)

金    　額
25,615,517,016

　　保証料 20,759,155,543
　　預け金利息 149,115,351
　　有価証券利息配当金 1,316,382,967
　　延滞保証料 21,376,875
　　損害金 322,529,051 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 2,707,712,000 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 339,245,229 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

18,399,903,651 になります。

　　業務費 7,013,552,163 (単位：円)

　　借入金利息 0
　　信用保険料 11,022,073,634 金    　額

　　責任共有負担金納付金 339,463,828 1,279,791,235 …①

　　雑支出 24,814,026

7,215,613,365 13,315,904,202

48,590,840,019 △ 13,284,578,555

　　償却求償権回収金 1,279,791,235 (31,325,647) …②

　　責任準備金戻入 13,315,904,202
　　求償権償却準備金戻入 3,891,225,358 3,891,225,358

　　求償権補てん金戻入 30,097,504,224 △ 3,799,991,440

　　その他 6,415,000 (91,233,918) …③

51,461,500,810
　　求償権償却 34,328,101,209 　求償権償却 △ 34,328,101,209

　　譲受債権償却 0 30,097,504,224

　　有価証券償却 0 　（保険金） (26,977,919,287)

　　雑勘定償却 24,324,235 　（損失補償補てん金） (3,119,584,937)

　　退職金 8,403,831 △ 4,230,596,985 …④

　　責任準備金繰入 13,284,578,555 △ 42,414,606 …⑤

　　求償権償却準備金繰入 3,799,991,440 △ 2,870,660,791 …⑥

　　その他 16,101,540 ＊①＋②＋③＋④＋⑤＝⑥となります。

△ 2,870,660,791

0
0

4,344,952,574

2,172,476,287
2,172,476,287

　（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

 

 

令和元（平成３１）年度収支計算書 



貸借対照表 

(単位:円)

科    　目 金　  額 科　  目 金　  額
現金 594,944 基本財産 126,235,001,822
預け金 45,521,739,792 制度改革促進基金 0
金銭信託 0 収支差額変動準備金 44,248,792,438
有価証券 183,042,096,000 責任準備金 13,284,578,555
その他有価証券 434,272,102 求償権償却準備金 3,799,991,440
動産・不動産 4,325,688,280 退職給与引当金 4,866,827,414
損失補償金見返 229,867,411,230 損失補償金 229,867,411,230
保証債務見返 2,207,425,594,668 保証債務 2,207,425,594,668
求償権 9,221,878,618 求償権補てん金 0
譲受債権 0 借入金 0
雑勘定 6,959,116,813 雑勘定 57,070,194,880

合　 　計 2,686,798,392,447 負債及び正味財産合計 2,686,798,392,447

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 45,522,334,736 18.5% 責任準備金 13,284,578,555 5.4%
金銭信託 0 0.0% 退職給与引当金 4,866,827,414 2.0%
有価証券 183,042,096,000 74.5% 借入金 0 0.0%
その他有価証券 434,272,102 0.2% 雑勘定 57,070,194,880 23.2%
動産・不動産 4,325,688,280 1.8% （未経過保証料） (55,736,236,681) (22.7%)
求償権 9,221,878,618 3.8% （その他） (1,333,958,199) (0.5%)

求償権償却準備金 △ 3,799,991,440 -1.5% 負債合計 75,221,600,849 30.6%

雑勘定 6,959,116,813 2.8% 【正味財産】
（未経過保険料） (5,319,501,137) (2.2%) 基本財産 126,235,001,822 51.4%
（その他） (1,639,615,676) (0.7%) （基金） (118,236,434,525) (48.1%)

（基金準備金） (7,998,567,297) (3.3%)
制度改革促進基金 0 0.0%
収支差額変動準備金 44,248,792,438 18.0%

正味財産合計 170,483,794,260 69.4%

合　 　計 245,705,395,109 100.0% 負債及び正味財産合計 245,705,395,109 100.0%

借   方 貸   方

保証債務見返(借方)・保証債務（貸方）2 ,207 ,425 ,594 ,668円、
損失補償金見返(借方)・損失補償金（貸方）229,867,411,230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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