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貸 借 対 照 表

平成19年10月1日 現在

日本郵政株式会社 単位:億円

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

流動資産 1,435 流動負債 1,421

現金及び預金 1,381 未払金 1,194

未収金 37 未払費用 107

貯蔵品 4 賞与引当金 23

その他の流動資産 12 その他の流動負債 97

貸倒引当金 △0 固定負債 14,043

固定資産 94,045 退職給付引当金 13,743

有形固定資産 1,802 その他の固定負債 299

  建物 474 負 債 合 計 15,465

　土地 958

　その他の有形固定資産 369

無形固定資産 293

投資その他の資産 91,949

関係会社株式 91,948

　郵便事業株式会社株式 2,000

　郵便局株式会社株式 2,000

　株式会社ゆうちょ銀行株式 77,945 純　資　産　の　部

　株式会社かんぽ生命保険株式 10,000   資本金 35,000

　その他関係会社株式 2     資本剰余金等 45,016

その他の投資その他の資産 1 純資産合計 80,016

資　産　合　計 95,481 負債及び純資産合計 95,481

注：金額は億円未満を切り捨てて表示していますので、合計の額と符合しません。



貸 借 対 照 表

平成19年10月1日 現在

郵便事業株式会社 単位:億円

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

流動資産 4,037 流動負債 5,613

現金及び預金 2,857 営業未払金 433

営業未収金 1,061 未払金 674

貯蔵品 90 未払費用 58

その他の流動資産 29 前受郵便料 413

貸倒引当金 △ 1 預り金 3,515

固定資産 14,637 賞与引当金 512

有形固定資産 14,454 その他の流動負債 3

  建物 7,271 固定負債 11,062

　土地 6,342 退職給付引当金 11,022

　その他の有形固定資産 840 その他の固定負債 40

無形固定資産 162 負 債 合 計 16,675

投資その他の資産 20 純　資　産　の　部

資本金 1,000

資本剰余金 1,000

純資産合計 2,000

資　産　合　計 18,675 負債及び純資産合計 18,675

注：金額は億円未満を切り捨てて表示していますので、合計の額と符合しません。



貸 借 対 照 表

平成19年10月1日 現在

郵便局株式会社 単位:億円

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

流動資産 23,319 流動負債 20,106

現金及び預金 23,260 未払金 445

営業未収金 0 未払費用 279

貯蔵品 45 預り金 18,800

未収金 2 賞与引当金 577

その他の流動資産 11 その他の流動負債 3

貸倒引当金 △ 0 固定負債 11,857

固定資産 10,643 退職給付引当金 11,850

有形固定資産 10,588 その他の固定負債 6

  建物 3,833 負 債 合 計 31,963

　土地 6,097 純　資　産　の　部

　その他の有形固定資産 657 資本金 1,000

無形固定資産 27 資本剰余金 1,000

投資その他の資産 28 純資産合計 2,000

資　産　合　計 33,963 負債及び純資産合計 33,963

注：金額は億円未満を切り捨てて表示していますので、合計の額と符合しません。



貸 借 対 照 表

平成19年10月1日 現在

株式会社ゆうちょ銀行 単位:億円

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

現金預け金 58,943 貯金 1,889,292

コールローン 8,000 振替貯金 84,105

商品有価証券 0 通常貯金 477,434

金銭の信託 6,031 貯蓄貯金 5,226

有価証券 1,708,082 特別貯金 1,317,980

国債 1,555,099 その他の貯金 4,545

地方債 80,076 借用金 248,100

社債 70,231 その他負債 20,091

その他の証券 2,675 賞与引当金 59

貸出金 39,926 退職給付引当金 1,271

外国為替 161 その他の引当金 1

その他資産 413,123 負 債 合 計 2,158,816

(預託金) 388,585

(郵便局株式会社預け金) 16,600 純　資　産　の　部

有形固定資産 1,962 資本金 35,000

無形固定資産 550 資本剰余金等 42,955

貸倒引当金 △ 10 純資産合計 77,955

資　産　合　計 2,236,772 負債及び純資産合計 2,236,772

注：金額は億円未満を切り捨てて表示していますので、合計の額と符合しません。



貸 借 対 照 表

平成19年10月1日 現在

株式会社かんぽ生命保険 単位:億円

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

現金及び預貯金 11,306 保険契約準備金 1,107,547

金銭の信託 59,329 その他負債 12,543

有価証券 842,898 (機構預り金) 11,823

国債 672,193 (仮受金) 503

地方債 36,282 賞与引当金 27

社債 120,480 退職給付引当金 528

外国証券 13,941 価格変動準備金 6,725

貸付金 214,131 負 債 合 計 1,127,373

有形固定資産 876

無形固定資産 341 純　資　産　の　部

代理店貸 2,200 資本金 5,000

その他資産 6,296 資本剰余金等 5,000

貸倒引当金 △ 7 純資産合計 10,000

資　産　合　計 1,137,373 負債及び純資産合計 1,137,373

注：金額は億円未満を切り捨てて表示していますので、合計の額と符合しません。


