
（単位：百万円）
平成２１年度 平成２２年度

（平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで）

（平成22年4月1日から
　平成23年3月31日まで）

金　　額 金　　額

60,000 60,000

― 60,000
― △60,000
― ―

60,000 60,000

350,000 350,000

― 60,000
― 60,000

350,000 410,000

452 452

― ―
452 452

6,918 7,253

335 373
335 373

7,253 7,626

30,000 45,000

15,000 15,000
― △60,000

15,000 △45,000
45,000 ―

29,764 29,764

― ―
29,764 29,764

1,629 ―

△ 1,629 ―
△ 1,629 ―

― ―

528 47

72 553
△ 552 △552
△ 480 0

47 48

― ―

― 6,000
― 6,000
― 6,000

　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高

　　　　　　事業基盤強化積立金
　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　事業基盤強化積立金の積立

　　　　　　　　　　社会厚生事業増進積立金の積立
　　　　　　　　　　社会厚生事業増進積立金の取崩
　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高

　　　　　　　　当期末残高
　　　　　　社会厚生事業増進積立金
　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額

　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　退職給与積立金の取崩
　　　　　　　　　　当期変動額合計

　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高
　　　　　　退職給与積立金
　　　　　　　　前期末残高

　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額

　　　　　　　　　　基金償却準備金の取崩
　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高
　　　　　　価格変動積立金

　　　　　　基金償却準備金
　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　基金償却準備金の積立

　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　当期末残高
　　　　その他剰余金

　　　　損失てん補準備金
　　　　　　前期末残高
　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　損失てん補準備金の積立

　　剰余金

　　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高

　　　　前期末残高
　　　　当期変動額

　　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高
　　再評価積立金

　　基金償却積立金
　　　　前期末残高
　　　　当期変動額
　　　　　　基金償却積立金の積立

　　　　　　基金の募集
　　　　　　基金の償却
　　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高

基金等
　　基金
　　　　前期末残高
　　　　当期変動額

９．基金等変動計算書

科　　目
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（単位：百万円）
平成２１年度 平成２２年度

（平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで）

（平成22年4月1日から
　平成23年3月31日まで）

金　　額 金　　額

科　　目

19,997 20,374

827 1,137
△ 450 △456

377 681
20,374 21,056

2,000 2,000

― ―
2,000 2,000

85 85

― ―
85 85

125,755 146,689

△ 110,557 △123,038
△ 335 △373

△ 1,043 △1,043
143,470 139,754

△ 15,000 △15,000
1,629 ―
△ 72 △553

552 552
― △6,000

△ 827 △1,137
450 456

　　　　　　　　　　土地再評価差額金の取崩 2,666 5,479
20,933 △903

146,689 145,785

216,679 251,215

△ 110,557 △123,038
△ 1,043 △1,043
143,470 139,754

― △60,000
　　　　　　　　土地再評価差額金の取崩 2,666 5,479

34,535 △38,849
251,215 212,366

627,132 661,668

― 60,000
△ 110,557 △123,038

― 60,000
△ 1,043 △1,043
143,470 139,754

　　　　　　基金の償却 ― △60,000
― △60,000

　　　　　　土地再評価差額金の取崩 2,666 5,479
34,535 21,150

661,668 682,819
　　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高

　　　　　　当期純剰余

　　　　　　基金償却準備金の取崩

　　　　　　社員配当準備金の積立
　　　　　　基金償却積立金の積立
　　　　　　基金利息の支払

　　基金等合計
　　　　前期末残高
　　　　当期変動額
　　　　　　基金の募集

　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　当期末残高

　　　　　　　　基金利息の支払
　　　　　　　　当期純剰余
　　　　　　　　基金償却準備金の取崩

　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　社員配当準備金の積立

　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高
　　　　剰余金合計
　　　　　　前期末残高

　　　　　　　　　　事業基盤強化積立金の積立
　　　　　　　　　　不動産圧縮積立金の積立
　　　　　　　　　　不動産圧縮積立金の取崩

　　　　　　　　　　退職給与積立金の取崩
　　　　　　　　　　社会厚生事業増進積立金の積立
　　　　　　　　　　社会厚生事業増進積立金の取崩

　　　　　　　　　　基金償却準備金の積立

　　　　　　　　　　損失てん補準備金の積立
　　　　　　　　　　基金利息の支払
　　　　　　　　　　当期純剰余

　　　　　　当期未処分剰余金
　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　社員配当準備金の積立

　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高

　　　　　　　　当期末残高
　　　　　　別途積立金
　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額

　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　当期変動額合計

　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高
　　　　　　特別準備金
　　　　　　　　前期末残高

　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　不動産圧縮積立金の積立
　　　　　　　　　　不動産圧縮積立金の取崩

　　　　　　不動産圧縮積立金
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（単位：百万円）
平成２１年度 平成２２年度

（平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで）

（平成22年4月1日から
　平成23年3月31日まで）

金　　額 金　　額

科　　目

255,397 677,168

421,771 △150,093
421,771 △150,093
677,168 527,074

△ 7,158 △6,519

638 1,305
638 1,305

△ 6,519 △5,213

80,432 77,829

△ 2,603 △5,005
△ 2,603 △5,005

77,829 72,823

328,671 748,478

419,806 △153,793
419,806 △153,793
748,478 594,684

955,803 1,410,146

― 60,000
△ 110,557 △123,038

― 60,000
△ 1,043 △1,043
143,470 139,754

　　　　基金の償却 ― △60,000
― △60,000

　　　　土地再評価差額金の取崩 2,666 5,479
419,806 △153,793
454,342 △132,642

1,410,146 1,277,503

評価・換算差額等
　　その他有価証券評価差額金

　　　　当期末残高
　　土地再評価差額金

　　　　前期末残高
　　　　当期変動額
　　　　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額）
　　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高
　　繰延ヘッジ損益
　　　　前期末残高
　　　　当期変動額
　　　　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額）
　　　　　　当期変動額合計

　　　　当期末残高
純資産合計

　　　　前期末残高
　　　　当期変動額
　　　　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額）
　　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高
　　評価・換算差額等合計
　　　　前期末残高
　　　　当期変動額
　　　　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額）
　　　　　　当期変動額合計

　　前期末残高
　　当期変動額

　　　　社員配当準備金の積立
　　　　基金償却積立金の積立
　　　　基金利息の支払

　　　　基金の募集

　　　　当期純剰余

　　　　基金償却準備金の取崩

　　　　当期変動額合計
　　当期末残高

　　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額）
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