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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構平成２３年度年度計画 

 

 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 31 条の規定に基づき、独立行政法人郵便

貯金・簡易生命保険管理機構（以下「機構」という。）の平成 23 年度の業務運営に関する計画

を次のとおり定める。 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 組織運営の効率化 

組織の活性化を図り、業務をより効率的・弾力的に遂行することができるよう、業務内容

に対応した柔軟かつ機動的な人員配置を行う。 

 

２ 業務経費の効率的な使用 

機構が旧日本郵政公社（以下「旧公社」という。）から承継した郵便貯金及び簡易生命保険

を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行できるよう配意しつつ、職員の意

識改革を図るとともに、各業務への適切な資源配分を行うため、各部門における業務進捗状

況と経費を的確に把握し、見直しを行い、一般管理費及び業務経費の効率的な使用を推進す

る。 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 

１ 資産の確実かつ安定的な運用 

（１） 機構が旧公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険に係る債務の確実な履行を確

保するため、郵便貯金資産及び簡易生命保険資産について、郵便貯金資産の運用計画

（別紙１のとおり）及び簡易生命保険資産の運用計画（別紙２のとおり）に従い、確

実かつ安定的な運用を行うよう努めるものとする。 

 

 （２） 再保険先において確実かつ安定的な運用が行われるよう、株式会社かんぽ生命保険

における運用状況を毎月把握し、必要に応じ、下記２（１）③による確認等を行うこ

ととする。 

 

２ 提供するサービスの質の確保 

（１） 委託先の監督 

   ① 業務の質の確保 

     郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の委託先である株式会社ゆうちょ銀行

及び株式会社かんぽ生命保険（以下「委託先」という。）に対し、委託した業務につい

て、利用者の利便を確保するため、郵政民営化以前に旧公社が行っていた郵便貯金業
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務及び簡易生命保険業務（以下「旧公社業務」という。）と比較し業務の質の維持・向

上に努めるとともに、委託先が行う銀行業務及び生命保険業務と同等以上の質を確保

することを求めることとする。 

   ② 監督方針の策定 

委託した郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の質の維持・向上及び適正性

の確保のため、委託先に対する監督方針を定めることとする。 

   ③ 確認等 

監督方針に基づき、確認等を行うとともに、必要に応じ、改善計画の策定及びその

履行を求める等の措置を講ずることとする。 

なお、平成 23 年度における重点確認項目等は次のとおりとし、項目ごとのスケジュ

ールについては監督方針等に盛り込むこととする。 

    ア 重点確認項目 

     （郵便貯金管理業務） 

    ⅰ 業務品質の確保 

     ⅱ 委託先及び再委託先(郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の再委託先

である郵便局株式会社をいう。以下同じ。)における内部管理態勢の充実・強化に

係る改善計画に基づく取組 

     ⅲ 顧客情報の管理 

     ⅳ 苦情申告等の対応 

     ⅴ 委託先の外部委託の管理 

     ⅵ 会計に関する業務の適正性 

     （簡易生命保険管理業務） 

     ⅰ 業務品質の確保 

     ⅱ 委託先及び再委託先における内部管理態勢の充実・強化に係る改善計画に基づ

く取組 

     ⅲ 顧客情報の管理 

     ⅳ 苦情申告等の対応 

     ⅴ 保険金等支払の管理 

     ⅵ 委託先の外部委託の管理 

ⅶ 会計に関する業務の適正性 

    イ 実地監査計画 

      平成 23 年度における実地監査計画を定め、実地監査を行う。 

      なお、実地監査計画には、次の内容を盛り込むこととする。 

    （郵便貯金管理業務） 

  ・ 委託先の本社、エリア本部、本支店又は出張所等及び再委託先の本社、支社又

は郵便局(局規模等を勘案)を対象として、委託業務の実施状況を監査する。 

     ・ 実地監査は、必要に応じ、上記アの項目並びに下記（３）①及び②に掲げる項

目について行う。 

    （簡易生命保険管理業務） 

     ・ 委託先の本社、サービスセンター又は支店及び再委託先の本社、支社又は郵便
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局(局規模等を勘案)を対象として、委託業務の実施状況を監査する。 

     ・ 実地監査は、必要に応じ、上記アの項目並びに下記（３）①及び②に掲げる項

目について行う。 

（２） 再委託先の監督 

再委託先に対し再委託された業務について、再委託先が業務を再々委託する場合も

含め、旧公社業務と比較し業務の質の維持・向上に努めるとともに、再委託先が行う

銀行業の代理業務及び生命保険契約の維持・管理業務と同等以上の質を確保するよう、

委託先を通じて求めることとする。 

また、再委託した郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の適正性の確保のた

め、委託先を通じて、上記（１）③による確認等を行うとともに、上記（１）③イの

実地監査計画に基づき実地監査を実施し、必要に応じ、改善計画の策定及びその履行

を求める等の措置を講ずるよう委託先を通じて再委託先に求めることとする。 

（３） 監督にあたり留意する事項 

   ① 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の提供場所及び提供時間 

    利用者の利便の確保に配慮したものとなるよう、委託先及び再委託先に対し、委託先

が行う銀行業務及び生命保険業務並びに再委託先が行う銀行業の代理業務及び生命保

険契約の維持・管理業務と同等以上の提供場所及び提供時間を確保するように求める

こととする。 

   ② 標準処理期間の設定 

預金者、契約者等の利便を図るため、次の取扱いについて、標準処理期間を設定し、

その期間内に案件の９割以上を処理するよう、委託先に求めることとする。 

その対応状況について、必要に応じ、上記（１）③による確認等を行うとともに、

改善計画の策定及びその履行を求める等の措置を講ずることとする。 

    （郵便貯金管理業務）（詳細は別紙３のとおり） 

     ア 貯金証書・保管証の再交付の取扱い 

     イ 定額郵便貯金及び定期郵便貯金に係る払戻証書の発行の取扱い 

     ウ 残高証明書の発行の取扱い 

    （簡易生命保険管理業務）（詳細は別紙４のとおり）  

     ア 満期保険金の支払い  

     イ 入院保険金の支払い 

     ウ 生存保険金の支払い 

     エ 失効・解約還付金の支払い 

     オ 基本契約の死亡保険金の支払い 

 

３ 業務の実施状況の継続的な分析 

郵便貯金の預金者の郵便貯金の利用及び簡易生命保険の契約者等の簡易生命保険の利用に

関するご意見等を把握し、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の監督業務等に反映

させるための調査研究等を行い、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の質の維持・

向上に努めることとする。 
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４ 照会等に対する迅速かつ的確な対応 

  機構が直接受け付ける郵便貯金の預金者及び簡易生命保険の契約者等からの照会等に対し

ては、必要に応じ、応対の基本、対応例等を定めた応答マニュアルや、実際の応対事例を分

類整理した応対事例集の見直しを行うとともに、引き続き、これらに基づき対応することに

より、照会等に対し、迅速かつ的確に対応することとする。 

  委託先及び再委託先が郵便貯金の預金者及び簡易生命保険の契約者等から受け付ける照会

等に対しては、迅速かつ的確に対応することを求め、その対応状況について、必要に応じ、

上記２（１）③による確認等を行うとともに、改善計画の策定及びその履行を求める等の措

置を講ずることとする。 

 

５ 情報の公表等 

（１） 旧公社が公表していた情報の範囲を基本とし、機構の組織、業務、商品の概要、資

産運用及び財務に関する情報等並びにコンプライアンスの推進その他の機構の取組内

容等に関して、前年度と同様、ディスクロージャー誌を作成し機構に備え付けるほか、

その内容を公表する等、機構が承継した郵便貯金及び簡易生命保険の適正かつ確実な

管理及びこれらに係る債務の確実な履行について、その透明性を高め、機構の役割、

組織、業務、活動状況等に対する利用者の理解を深めるため新聞広告等も活用して情

報の提供に努める。 

  

（２） 機構の情報の提供にあたっては、ホームページを積極的に活用することとする。ま

た、ユーザビリティ、アクセシビリティについて必要に応じ改善等し、利用者に分か

りやすくするよう努めるとともに、その充実を図ることとする。 

 

６ 預金者等への周知 

郵便貯金管理業務について、預入期間を経過した郵便貯金の残存状況を毎月把握し、郵便

貯金の預金者に対しその状況をホームページにより公表するとともに、預入期間を経過した

郵便貯金の有無の確認及びその早期払戻しを呼びかける新聞広告等を行うことにより、郵便

貯金に係る債務の履行の確保・促進を図る。 

簡易生命保険管理業務について、支払義務が発生した保険金等の残存状況を毎月把握し、

簡易生命保険の契約者等に対しその状況をホームページにより公表するとともに、受取未済

の保険金等の有無の確認及びその早期受取りを呼びかける新聞広告等を行うことにより、簡

易生命保険に係る債務の履行の確保・促進を図る。 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

 

１ 予算 

  別表１のとおり 

２ 収支計画 

  別表２のとおり 
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３ 資金計画 

  別表３のとおり 

 

 

第４ その他業務運営に関する重要事項 

 

１ 適切な労働環境の確保 

 （１） 人事に関する計画 

① 方針 

ⅰ 業務運営を効率的かつ効果的に実施するため、組織編成及び人員配置を実情に即

して見直す。 

ⅱ 職員の努力及びその成果を適正に評価する人事評価を実施する。 

② 人員に係る指標 

     年度末の常勤職員数については、40 人（期初の常勤職員数）以内とする。 

 

 （２）  労務課題 

       ハラスメントの防止、メンタルヘルス等について、引き続き、相談員や産業医の活

用等を行い管理する。 

 

２ 機構が保有する個人情報の保護 

 （１） 機構における個人情報の保護 

個人情報管理規程に基づき、四半期に１回当該規程の遵守状況をチェックすること

により、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理に

努めることとする。 

 

 （２） 委託先における個人情報の保護 

委託先においても個人情報の適切な管理が図られるよう、それぞれの業務の委託契

約において定めている個人情報の保護に関する事項について、必要に応じ、上記第２

の２（１）③の確認等を行うとともに、改善計画の策定及びその履行を求める等の措

置を講ずることとする。 

 

 （３） 再委託先における個人情報の保護 

     再委託先においても個人情報の適切な管理が図られるよう、それぞれの業務の再委

託契約において定めている個人情報の保護に関する事項について、必要に応じ、委託

先を通じて、上記第２の２（１）③に準じる確認等を行うとともに、改善計画の策定

及びその履行を求める等の措置を講ずるよう再委託先に求めることとする。 

 

３ 災害等の不測の事態の発生への対処 

 （１） 機構における対処 

災害等の不測の事態が発生した場合においても、郵便貯金管理業務及び簡易生命保
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険管理業務を適切に実行できるように、緊急時の対応マニュアルについて周知すると

ともに、その内容について年度内に１回検証し、必要に応じ、見直しを行うことによ

り、リスク管理体制の整備・強化を図る。 

 

 （２） 委託先における対処 

委託先においても災害等の不測の事態の発生への対処が図られるよう、リスク管理

体制について、必要に応じ、上記第２の２（１）③の確認等を行うとともに、改善計

画の策定及びその履行を求める等の措置を講ずることとする。 

 

 （３） 再委託先における対処 

     再委託先においても災害等の不測の事態の発生への対処が図られるよう、リスク管

理体制について、必要に応じ、委託先を通じて、上記第２の２（１）③に準じる確認

等を行うとともに、改善計画の策定及びその履行を求める等の措置を講ずるよう再委

託先に求めることとする。 

 

４ その他 

環境への負荷の低減に資する原材料・部品を利用している物品等の調達の推進を盛り込ん

だ「環境物品等の調達の推進を図るための方針」及び消費電力の削減等を盛り込んだ「独立

行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出削

減等のため実行すべき措置について定める実施計画」に基づき、継続的に環境に配慮した業

務運営を行う。  
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別紙 １ 

 

郵便貯金資産の運用計画 

 

１ 基本方針 

（１） 安全・確実性を重視した運用 

     郵便貯金の元本・利子を確実に支払う必要があることから、安全・確実性を重視す

る。 

（２） 運用方法 

   ① 株式会社ゆうちょ銀行に対する預金 

     独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構（以下「機構」という。）が旧日本郵

政公社（以下「旧公社」という。）から承継した各郵便貯金に係る預入年月日、預入金

額、据置期間又は預入期間、利率、利子の計算方法及び利子の支払方法（以下「預入

条件」という。）と同一の預入条件により、株式会社ゆうちょ銀行に対する預金を行う。 

   ② 預金者貸付け 

     郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 102

号。以下「整備法」という。）附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされる同法第２条の規定による廃止前の郵便貯金法（昭和 22 年法律第 144 号）第

64 条の規定により預金者に対する貸付けを行う。 

   ③ 地方公共団体に対する貸付け 

     整備法附則第６条第２項の規定により、旧公社から承継した地方公共団体に対する

貸付けに係る債権について、保有のために運用する。 

   ④ その他 

     国債、地方債及び政府保証債（以下「国債等」という。）を取得する。この場合、満

期まで保有する運用を基本とする。 

          また、郵便貯金勘定における流動性を確保するため、預金による運用を行う。 

 （３） 有価証券の保有目的区分の設定 

     金融商品の会計基準に基づく保有目的区分については、「満期保有目的の債券」に区

分することを基本とする。 

 （４） 市場への影響に配慮 

     各資産の市場規模に配意する等、市場に及ぼす影響が少なくなるよう配慮する。 

 

２ 平成 23 年度における資産構成 

  平成 23 年度における資産構成を次のとおり定める。 

・ 機構が旧公社から承継した郵便貯金に相当する資産と同額の株式会社ゆうちょ銀行に

対する預金 

・ 機構が株式会社ゆうちょ銀行から借り入れる資金と同額の預金者貸付け及び地方公共

団体に対する貸付け 

・ その他、現金及び預金並びに郵便貯金勘定における流動性を確保しつつ取得する国債

等   



 8

別紙 ２ 

簡易生命保険資産の運用計画 

 

１ 基本方針 

（１） 安全・確実性を重視した運用 

     簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、債務を確実に履行するため、安全・確実性

を重視する。 

（２） 運用方法 

   ① 契約者貸付け 

     独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法（平成 17 年法律第 101 号）第 29

条第１号の規定により、保険契約者に対する貸付けを行う。 

   ② 地方公共団体に対する貸付け 

     郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 102

号。以下「整備法」という。）附則第 18 条第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる整備法第２条の規定による廃止前の簡易生命保険法（昭和 24 年法律第 68

号）第 88 条の規定による地方公共団体に対する貸付け及び整備法附則第 18 条第２項

の規定により、旧日本郵政公社（以下「旧公社」という。）から承継した地方公共団体

に対する貸付けに係る債権について、保有のために運用する。 

   ③ 公庫公団等に対する貸付け 

     整備法附則第 47 条の規定により、旧公社から承継した郵便貯金法等の一部を改正す

る法律（平成 12 年法律第 98 号）第５条の規定による改正前の簡易生命保険の積立金

の運用に関する法律第３条第１項第５号及び第10号に掲げる貸付けに係る債権につい

て、保有のために運用する。 

   ④ その他 

     国債、地方債及び政府保証債（以下「国債等」という。）を取得する。この場合、満

期まで保有する運用を基本とする。 

また、簡易生命保険勘定における流動性を確保するため、預金による運用を行う。 

（３） 有価証券の保有目的区分の設定 

     金融商品の会計基準に基づく保有目的区分については、「満期保有目的の債券」に区

分することを基本とする。 

（４） 市場への影響に配慮 

     各資産の市場規模に配意する等、市場に及ぼす影響が少なくなるよう配慮する。 

 

２ 平成 23 年度における資産構成 

    平成 23 年度における資産構成を次のとおり定める。 

・ 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が株式会社かんぽ生命保険から借り入

れる資金と同額の契約者貸付け、地方公共団体に対する貸付け及び公庫公団等に対する

貸付け 

・ その他、現金及び預金並びに簡易生命保険勘定における流動性を確保しつつ取得する

国債等 
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別紙 ３ 

 

郵便貯金管理業務に係る標準処理期間 

 

 

 

 

項          目 標準処理期間

貯金証書・保管証の再交付 

（住所氏名変更を伴う場合を含む。） 
３日 

定額郵便貯金及び定期郵便貯金に係る払戻証書の発行 

（住所氏名変更を伴う場合を含む。） 
４日 

自貯金事務センター受入分 ４日 
当該貯金の管理担当貯金事

務センターの処理 
他貯金事務センター受入分 ２日 残高証明書の

発行 
当該貯金の管理担当貯金事

務センター以外の貯金事務

センターの処理 

管理担当貯金事務センターへの関

係資料の発送 ４日 

注：１ 上記は、貯金事務センターにおける標準処理期間（非営業日を除く。）である。 

  ２ 非営業日の翌営業日に受け入れたものに係る標準処理期間は、上記の日数に１日を加えた

日数とする。 

  ３ 貯金事務センターとは、郵便貯金の原簿の管理等を行う株式会社ゆうちょ銀行の組織をい

う。 

  ４ 管理担当貯金事務センターとは、残高証明書の発行に係る郵便貯金の原簿の管理等を行う

貯金事務センターをいう。 
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別紙 ４  

 

簡易生命保険管理業務に係る標準処理期間 

 

 

 

項    目 標準処理期間

満期保険金の支払い 14 日 

入院保険金の支払い 

（病院に対する調査等を要するものを除く。） 
14 日 

生存保険金の支払い 14 日 

失効・解約還付金の支払い 14 日 

基本契約の死亡保険金の支払い 

（病院に対する調査等を要するものを除く。） 
14 日 

注：１ 入院保険金の支払いには、手術保険金の支払いが含まれている。 

  ２ 処理期間は、株式会社かんぽ生命保険又は郵便局株式会社で保険金等の支払請求を受

け付けてからサービスセンター（保険金等の支払決定等を行う株式会社かんぽ生命保険

の組織）において支払通知書を作成した日又は振替データを作成した日までの期間とす

る。（暦日とする。） 
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別表１　予算 別表２　収支計画 別表３　資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 収益の部 14,891,204 資金支出 31,768,059

業務収入 15,188,277 経常収益 14,891,204 業務活動による支出 26,098,810

保険料等収入 14,732,026 保険料等収入 14,439,065 投資活動による支出 2,260,621

運用収入 449,894 資産運用収益 445,784 財務活動による支出 3,407,933

手数料収入 19 役務取引等収益 19 次期への繰越金 696

その他の業務収入 6,338 その他業務収益 － 

借入金償還原資 3,407,933 その他経常収益 6,338 資金収入 31,768,059

計 18,596,209 業務活動による収入 15,805,428

費用の部 14,889,579 保険料等収入 14,732,024

支出 経常費用 14,889,579 貸付金の回収等 763,946

業務経費 15,185,800 保険金等支払金 14,442,594 運用収入 304,730

保険金等支払金 14,735,555 資金調達費用 445,694 手数料収入 19

支払利子 449,537 役務取引等費用 19 その他の業務収入 4,709

その他の業務支出 708 その他業務費用 -                                投資活動による収入 13,543,514

一般管理費 61 事業費 932 財務活動による収入 2,418,449

人件費 500 一般管理費 279 前期よりの繰越金 668

施設整備費 － その他経常費用 62

借入金償還 3,407,933

計 18,594,295 経常利益 1,625

特別利益 － 

特別損失 － 

当期純利益 1,625

当期総利益 1,625

【人件費の見積り】

ただし、上記の額は、退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利
費）を除いた費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。 （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

期間中総額３９８百万円を支出する。

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構平成２３年度年度計画の予算等

【総　表】

区　　　分 区　　　分 区　　　分
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別表１　予算 別表２　収支計画 別表３　資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 収益の部 100,780 資金支出 11,955,164

業務収入 104,890 経常収益 100,780 業務活動による支出 11,162,226

運用収入 104,342 資産運用収益 100,232 投資活動による支出 155,107

手数料収入 19 役務取引等収益 19 財務活動による支出 637,457

その他の業務収入 529 その他業務収益 － 次期への繰越金 375

借入金償還原資 637,457 その他経常収益 529

計 742,347 資金収入 11,955,164

費用の部 100,780 業務活動による収入 868,832

支出 経常費用 100,780 貸付金の回収等 763,946

業務経費 104,341 郵便貯金利子 67,630 運用収入 104,342

支払利子 103,986 借入金利息 32,513 手数料収入 19

その他の業務支出 355 役務取引等費用 19 その他の業務収入 525

一般管理費 28 その他業務費用 － 投資活動による収入 10,772,718

人件費 243 事業費 441 財務活動による収入 313,255

施設整備費 － 一般管理費 133 前期よりの繰越金 359

借入金償還 637,457 その他経常費用 45

計 742,069

経常利益 － 

特別利益 － 

特別損失 － 

当期純利益 － 

当期総利益 － 

【人件費の見積り】

ただし、上記の額は、退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利
費）を除いた費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。 （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

期間中総額１９６百万円を支出する。

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構平成２３年度年度計画の予算等

【郵便貯金勘定】

区　　　分 区　　　分 区　　　分
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別表１　予算 別表２　収支計画 別表３　資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 収益の部 14,790,424 資金支出 19,812,895

業務収入 15,083,387 経常収益 14,790,424 業務活動による支出 14,936,584

保険料等収入 14,732,026 保険料等収入 14,439,065 投資活動による支出 2,105,514

運用収入 345,552 資産運用収益 345,552 財務活動による支出 2,770,476

その他の業務収入 5,809 その他業務収益 － 次期への繰越金 321

借入金償還原資 2,770,476 その他経常収益 5,809

計 17,853,862 資金収入 19,812,895

費用の部 14,788,799 業務活動による収入 14,936,596

支出 経常費用 14,788,799 保険料等収入 14,732,024

業務経費 15,081,459 保険金等支払金 14,442,594 運用収入 200,388

保険金等支払金 14,735,555 資金調達費用 345,551 その他の業務収入 4,184

支払利子 345,551 事業費 491 投資活動による収入 2,770,796

その他の業務支出 353 一般管理費 146 財務活動による収入 2,105,194

一般管理費 33 その他経常費用 17 前期よりの繰越金 309

人件費 257

施設整備費 － 経常利益 1,625

借入金償還 2,770,476

計 17,852,226 特別利益 － 

特別損失 － 

当期純利益 1,625

当期総利益 1,625

【人件費の見積り】

ただし、上記の額は、退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利
費）を除いた費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。 （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

期間中総額２０２百万円を支出する。

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構平成２３年度年度計画の予算等

【簡易生命保険勘定】

区　　　分 区　　　分 区　　　分

 


