
６．中間基金等変動計算書
(単位：百万円）

基金等 剰余金合計

基金 当期首残高 342,281 350,577 

当期首残高 300,000 300,000 会計方針の変更による累積的影響額  － 24,705 

当中間期変動額 遡及処理後当期首残高 342,281 375,282 

基金の募集 50,000  － 当中間期変動額

基金の償却 △50,000 △50,000 社員配当準備金の積立 △167,313 △167,172 

当中間期変動額合計  － △50,000 基金償却積立金の積立 △50,000 △50,000 

当中間期末残高 300,000 250,000 基金利息の支払 △3,930 △3,585 

基金償却積立金 中間純剰余 92,082 95,484 

当期首残高 900,000 950,000 土地再評価差額金の取崩 3,898 △1,084 

当中間期変動額 当中間期変動額合計 △125,262 △126,356 

基金償却積立金の積立 50,000 50,000 当中間期末残高 217,018 248,926 

当中間期変動額合計 50,000 50,000 基金等合計

当中間期末残高 950,000 1,000,000 当期首残高 1,542,932 1,601,228 

再評価積立金 会計方針の変更による累積的影響額  － 24,705 

当期首残高 651 651 遡及処理後当期首残高 1,542,932 1,625,934 

当中間期変動額 当中間期変動額

当中間期変動額合計  －  － 基金の募集 50,000  － 

当中間期末残高 651 651 社員配当準備金の積立 △167,313 △167,172 

剰余金 基金利息の支払 △3,930 △3,585 

損失塡補準備金 中間純剰余 92,082 95,484 

当期首残高 11,889 12,571 基金の償却 △50,000 △50,000 

当中間期変動額 土地再評価差額金の取崩 3,898 △1,084 

損失塡補準備金の積立 682 699 当中間期変動額合計 △75,262 △126,356 

当中間期変動額合計 682 699 当中間期末残高 1,467,669 1,499,577 

当中間期末残高 12,571 13,270 評価・換算差額等

その他剰余金 その他有価証券評価差額金

危険準備積立金 当期首残高 1,021,724 2,508,046 

当期首残高 71,917 71,917 当中間期変動額

当中間期変動額 基金等以外の項目の当中間期変動額（純額） △182,860 437,561 

当中間期変動額合計  －  － 当中間期変動額合計 △182,860 437,561 

当中間期末残高 71,917 71,917 当中間期末残高 838,864 2,945,608 

社会厚生福祉事業助成資金 繰延ヘッジ損益

当期首残高 213 236 当期首残高 △6,969 △74,128 

当中間期変動額 当中間期変動額

社会厚生福祉事業助成資金の積立 1,500 1,500 基金等以外の項目の当中間期変動額（純額） 11,478 △9,883 

社会厚生福祉事業助成資金の取崩 △1,188 △1,188 当中間期変動額合計 11,478 △9,883 

当中間期変動額合計 312 312 当中間期末残高 4,509 △84,012 

当中間期末残高 525 548 土地再評価差額金

圧縮積立金 当期首残高 △67,515 △84,481 

当期首残高 31,746 34,666 当中間期変動額

当中間期変動額 基金等以外の項目の当中間期変動額（純額） △3,898 1,064 

圧縮積立金の積立 3,604 9,868 当中間期変動額合計 △3,898 1,064 

圧縮積立金の取崩 △685 △1,841 当中間期末残高 △71,414 △83,417 

当中間期変動額合計 2,919 8,027 評価・換算差額等合計

当中間期末残高 34,666 42,693 当期首残高 947,239 2,349,436 

圧縮特別勘定積立金 当中間期変動額

当期首残高  －  － 基金等以外の項目の当中間期変動額（純額） △175,280 428,742 

当中間期変動額 当中間期変動額合計 △175,280 428,742 

圧縮特別勘定積立金の積立  － 33 当中間期末残高 771,959 2,778,179 

当中間期変動額合計  － 33 純資産合計

当中間期末残高  － 33 当期首残高 2,490,171 3,950,665 

別段積立金 会計方針の変更による累積的影響額  － 24,705 

当期首残高 170 170 遡及処理後当期首残高 2,490,171 3,975,371 

当中間期変動額 当中間期変動額

当中間期変動額合計  －  － 基金の募集 50,000  － 

当中間期末残高 170 170 社員配当準備金の積立 △167,313 △167,172 

中間未処分剰余金 基金利息の支払 △3,930 △3,585 

当期首残高 226,344 231,016 中間純剰余 92,082 95,484 

会計方針の変更による累積的影響額  － 24,705 基金の償却 △50,000 △50,000 

遡及処理後当期首残高 226,344 255,722 土地再評価差額金の取崩 3,898 △1,084 

当中間期変動額 基金等以外の項目の当中間期変動額（純額） △175,280 428,742 

社員配当準備金の積立 △167,313 △167,172 当中間期変動額合計 △250,543 302,385 

損失塡補準備金の積立 △682 △699 当中間期末残高 2,239,628 4,277,757 

基金償却積立金の積立 △50,000 △50,000 

基金利息の支払 △3,930 △3,585 

中間純剰余 92,082 95,484 

社会厚生福祉事業助成資金の積立 △1,500 △1,500 

社会厚生福祉事業助成資金の取崩 1,188 1,188 

圧縮積立金の積立 △3,604 △9,868 

圧縮積立金の取崩 685 1,841 

圧縮特別勘定積立金の積立  － △33 

土地再評価差額金の取崩 3,898 △1,084 

当中間期変動額合計 △129,175 △135,428 

当中間期末残高 97,168 120,294 

平成24年度
中間会計期間

平成25年度
中間会計期間

平成24年度
中間会計期間

平成25年度
中間会計期間

平成24年4月 1日から 平成25年4月 1日から 平成24年4月 1日から 平成25年4月 1日から

平成24年9月30日まで 平成25年9月30日まで 平成24年9月30日まで 平成25年9月30日まで

金額 金額　科　目 金額 金額 　科　目

　期　別 　期　別

－１８－ 日本生命保険相互会社




