
 

 

 

 

 

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 

平成２０事業年度 事業報告書 

（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日） 



 
 

１．国民の皆様へ 

平成１９年１０月１日に郵政事業が民営化されました。明治８年に郵便貯金、大

正５年に簡易生命保険が開始され、逓信省、郵政省、郵政事業庁、日本郵政公社と

組織の名称は変わりましたが、郵便貯金、簡易生命保険は関係法令に基づき継続さ

れてきました。 

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構（以下「機構」といいます。）

は、旧日本郵政公社（以下「旧公社」といいます。）において平成１９年９月３０

日までに預入された定額郵便貯金、定期郵便貯金等の郵便貯金及び同日までに契約

された簡易生命保険の契約を引き継ぎ、これらの郵便貯金及び簡易生命保険を適正

かつ確実に管理するとともに、これらに係る債務を確実に履行することによって、

郵政民営化に資することを目的とし設立されました。 

機構が行う郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務については、貯金の払戻

し、保険金の支払等の業務を、業務委託契約に基づき、委託先である株式会社ゆう

ちょ銀行（以下「ゆうちょ銀行」といいます。）及び株式会社かんぽ生命保険（以

下「かんぽ生命保険」といいます。）並びに再委託先である郵便局株式会社が行っ

ており、機構においては、委託先及び再委託先（以下「委託先等」といいます。）

における業務の実施を監督すること等の業務を行っています。 

平成２０年度においても、平成１９年度と同様に、委託先等の業務の実施状況に

ついて、委託先に報告を求めるとともに、実地監査計画に基づき、委託先等の本社

等をはじめ、委託先等の実地監査を実施しました。また、機構としても自ら利用者

の意見や業務の実施状況について実態を把握するための調査・分析を行うととも

に、郵便貯金及び簡易生命保険に係る債務の確実な履行を図るため、預入期間を経

過した郵便貯金、受取未済の保険金等の早期受取りを利用者に周知するために、新

聞広告のほか、ラジオＣＭの放送や郵便局へのポスター等の掲出等を行い、平成１

９年度に引き続き、多様な媒体を利用して実施しました。 

平成２１年度においては、機構の目的及び中期目標を達成できるよう、年度計画

等に基づき、各種施策を一層充実させてまいります。 

 

 

２．基本情報 

⑴ 法人の概要 

① 目的 

機構は、旧公社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し、もって郵政民営化に資することを目

的としています（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。以下「機構法」といいます。）第３条）。 

 

 1



 
 

 

② 業務内容 

機構は、上記①の目的を達成するため、次の業務を行います。 

＜郵便貯金に関する管理業務＞ 

ア 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」といいます。）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整備法第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。以下「旧郵便貯金法」といいま

す。）の規定、整備法附則第５条第３項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住

宅法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７８号）附則第７条第２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附則第６条の規定によ

る改正前の旧郵便貯金法の規定及び整備法附則第６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旧郵便貯金法の規定に基づく郵便貯金の業

務を行います。 

イ 株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて、株式会社日本政策金融公庫法

（平成１９年法律第５７号）附則第３９条第１項に規定する貸付けの申込み

の受理及び貸付金の交付に関する業務を行います。 

ウ 沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて、整備法附則第１００条第１項に規

定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行います。 

エ 整備法附則第２０条から第２２条までの規定及び整備法附則第２３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

る廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する

法律（平成２年法律第７２号）の規定による寄附金の処理に関する業務を行

います。 

オ 整備法附則第６条第２項の規定による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の保有のための運用に関する業務を行います。 

カ 上記ア、イ、ウ、エの業務に附帯する業務を行います。 

 

＜簡易生命保険に関する管理業務＞ 

ア 整備法附則第１６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６

８号。以下「旧簡易生命保険法」といいます。）の規定、整備法附則第１７

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項各号に定める

法律の規定及び整備法附則第１８条第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされる旧簡易生命保険法の規定に基づく簡易生命保険の業務を行い

ます。 
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イ 整備法附則第１８条第２項の規定による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の保有のための運用に関する業務を行います。 

ウ 整備法附則第４７条の規定による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（昭和２７年法律第２１０号）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の保有のための運用

に関する業務を行います。 

エ 上記アの業務に附帯する業務を行います。 

 

③ 沿革 

年 月 日 事   項 

平成１９年（２００７

年）１０月１日 

同  

 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 

設立 

日本郵政公社解散（民営・分社化） 

 日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局 

株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社 

かんぽ生命保険の５会社並びに独立行政法人 

郵便貯金・簡易生命保険管理機構に移行  

 

④ 設立根拠 

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） 

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号） 

 

⑤ 主務大臣 

総務大臣（総務省 情報流通行政局 郵政行政部 貯金保険課） 

 

⑥ 組織図 

 

理事長 理　事 総務部長 総務課

会計課

監　事 貯金部長 業務課

監事（非常勤） 財務課

保険部長 業務課

財務課

企画役
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⑵ 本社の住所 

東京都港区虎ノ門四丁目１番８号 虎ノ門四丁目ＭＴビル５階 

 

⑶ 資本金の状況（平成２１年３月３１日現在） 
                          単位：百万円 

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 ７，０００ － － ７，０００

 

⑷ 役員の状況（役職、氏名、任期、経歴） 
役 職 氏 名 就任年月日 任 期 経    歴 

理事長 平井 正夫 平成１９年１０月１日 ４年 昭和４６年 ４月 郵政省入省 

平成１６年 １月 総務省大臣官房長 

平成１７年 ８月 総務省総務審議官 

平成１８年 ８月 日本データ通信協会理事長 

平成１９年１０月 現職 

理事 松田  学 平成２０年 ７月４日 ２年

（注）

昭和５６年 ４月 大蔵省入省 

平成１５年 ７月 国土交通省北海道局予算課長 

平成１７年 ７月 財務省関税局管理課長 

平成１８年 ８月 国立大学法人東京医科歯科大学教授（教養部） 

平成２０年 ７月 現職 【役員出向】 

監事 渡邉 恭介 平成１９年１０月１日 ２年 昭和４２年 ４月 株式会社東海銀行入行 

平成１２年 ４月 株式会社東海銀行専務執行役員投資銀行カンパニー長 

平成１６年 ２月 あさひ銀リース（現首都圏リース）株式会社常勤監査

役 

平成１６年 ６月 株式会社高岳製作所監査役（非） 

平成１９年１０月 現職 

監事 

(非常勤) 

関根 義雄 平成１９年１０月１日 ２年 昭和４８年 ４月 行政管理庁採用 

平成１３年 １月 総務省北海道管区行政評価局長 

平成１４年 ４月 総務省中部管区行政評価局長 

平成１７年 ４月 日本郵政公社監事【役員出向】 

平成１９年１０月 現職 

注 松田理事の任期は、独立行政法人通則法第２１条第１項に基づき平成２１年９月３０日までです。 

 

⑸ 常勤職員の状況（平成２１年１月１日現在） 

出向者数 
常勤職員数 前期末比増減 平均年齢 

国 民間 

４０人 ０人 ４１歳 １０人 ２９人
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３．簡潔に要約された財務諸表 

⑴ 貸借対照表 （財務諸表へのリンク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）
の部 金額 負債の部 金額

 現金及び預金 76,835,992  郵便貯金 76,835,303
 預託金 322,469  保険契約準備金 289,969
 有価証券 9,839  借入金 21,485,160
 貸付金 21,485,160  その他負債 672,574
 その他資産 672,533  その他 37
 有形固定資産 36
 無形固定資産 49 99,283,042

純資産の部
 設立時資産・負債差額 7,000
 利益剰余金 36,036

43,036

99,326,078 99,326,078資産の部合計

負債の部合計

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

資産

 

⑵ 損益計算書 （財務諸表へのリンク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）
金　額

 経常収益（Ａ） 20,491,986
保険料等収入 19,492,767
資産運用収益 729,348
役務取引等収益 31
その他経常収益 269,840

 経常費用（Ｂ） 20,466,186
保険金等支払金 19,735,439
資金調達費用 729,291
役務取引等費用 31
事業費 1,034
一般管理費 278
その他経常費用 113

 経常利益 25,800

 当期総利益（Ａ－Ｂ） 25,800

科　　目
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⑶ キャッシュ・フロー計算書 （財務諸表へのリンク） 

（単位：百万円） 

科   目 金  額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(Ａ) １，９８５ 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(Ｂ) △２，１４９ 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(Ｃ) ―  

Ⅴ資金減少額（Ｄ=Ａ+Ｂ+Ｃ） △１６４ 

Ⅵ資金期首残高(Ｅ) ７３３ 

Ⅶ資金期末残高(Ｆ=Ｄ+Ｅ) ５６９ 

 

⑷ 行政サービス実施コスト計算書 （財務諸表へのリンク） 

                              （単位：百万円） 

科   目 金  額 

Ⅰ業務費用 △２５，８００ 

  損益計算書上の費用 

  （控除）自己収入等 

２０，４６６，１８６ 

△２０，４９１，９８６ 

Ⅱ引当外退職給付増加見積額 ８ 

Ⅲ機会費用 ９４ 

Ⅳ行政サービス実施コスト △２５，６９８ 

 

 

■ 財務諸表の科目 

① 貸借対照表 

（資 産）   

現金及び預金 ： 金融機関への預貯金 

預託金 ： かんぽ生命保険への預託金 

有価証券 ： 国債 

貸付金 ： 預金者貸付、保険契約者貸付、地方公共団体 

貸付、公庫公団等貸付 

その他資産 ： 前払費用、未収収益など 

有形固定資産 ： 建物付属設備、備品 

無形固定資産 ： ソフトウェア 

（負 債）   

郵便貯金 ： 郵便貯金の預り金 

保険契約準備金 ： 支払備金：保険金等の支払事由が発生し、 

未だその支払がなされていない保険金等の額 

借入金 ： 貸付金の原資に充てるためのゆうちょ銀行 

及びかんぽ生命保険からの借入金 

その他負債 ： 未払費用、預り金など 
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（純資産）   

設立時資産・負債差額 ： 政府出資金 

利益剰余金 ： 損益取引により生じた剰余金 

 

② 損益計算書 

（経常収益）  

保険料等収入 ： 保険料、再保険収入など 

資産運用収益 ： 預金利息、有価証券利息、貸付金利息 

役務取引等収益 ： 残高証明書発行手数料など 

その他経常収益 ： 支払備金戻入額、権利消滅金など 

（経常費用）  

保険金等支払金 ： 保険金、年金等の支払額など 

資金調達費用 ： 郵便貯金利子、借入金利子 

役務取引等費用 ： 残高証明書発行委託手数料など 

事業費、一般管理費 ： 人件費、物件費、減価償却費、租税公課 

その他経常費用 ： 借入金補償金 

 

③ キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー ： 業務の実施に係る資金の状態を

表し、サービスの提供等による収入、商品又はサー

ビスの購入による支出、人件費支出等 

投資活動によるキャッシュ・フロー ： 将来に向けた運営基盤の確立の

ために行われる投資活動に係る資金の状態を表し、

有価証券の取得・償還、固定資産の取得等による収

入・支出 

 

④ 行政サービス実施コスト計算書 

業務費用   ： 損益計算書の費用から自己収入等を控除したもの 

引当外退職給付： 国からの出向役職員に係る退職給付引当金増加見積額 

機会費用   ： 政府出資金に一定利率を乗じて算出したもの 
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４．財務情報 

⑴ 財務諸表の概況 

① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ・フローなどの 

主要な財務データの分析（内容） 

（経常費用） 

平成２０年度の経常費用は２０兆４，６６１億８６百万円となりました。 

主な内訳は、保険金等支払金１９兆７，３５４億３９百万円、資金調達費用

７，２９２億９１百万円となっております。 

勘定別内訳は、郵便貯金勘定２，０８２億５８百万円、簡易生命保

険勘定２０兆２，５７９億２８百万円となっております。 

 

（経常収益） 

平成２０年度の経常収益は２０兆４，９１９億８６百万円となりました。 

主な内訳は、保険料等収入１９兆４，９２７億６７百万円、資産運用収益

７，２９３億４８百万円、その他経常収益２，６９８億４０百万円となって

おります。 

勘定別内訳は郵便貯金勘定２，１０６億３８百万円、簡易生命保

険勘定２０兆２，８１３億４８百万円となっております。 

 

（当期総損益） 

平成２０年度の当期総利益は２５８億円となり、勘定別では、郵便貯金勘

定２３億８１百万円、簡易生命保険勘定２３４億１９百万円となりました。 

 

（資産） 

平成２０年度末現在の資産合計は９９兆３，２６０億７８百万円と昨年度

より３５兆２，３０６億５６百万円減少しました。これは、特別貯金が３２

兆６，８４３億３１百万円、貸付金が２兆１，３７４億７４百万円減少した

ことによるものです。 

平成２０年度の資産の主な内訳は、現金及び預金７６兆８，３

５９億９２百万円、貸付金２１兆４，８５１億６０百万円となっており

ます。 

勘定別内訳は郵便貯金勘定８０兆８，４７０億１６百万円、簡易生命保

険勘定１８兆４，７９０億６２百万円となっております。 

 

（負債） 

平成２０年度末現在の負債合計は９９兆２，８３０億４２百万円と昨年度

より３５兆２，５６４億５５百万円減少しました。これは、郵便貯金が３２
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兆６，８４３億３１百万円、借入金が２兆１，３７４億７４百万円減少した

ことによるものです。 

平成２０年度の負債の主な内訳は、郵便貯金７６兆８，３５３億３

百万円、借入金２１兆４，８５１億６０百万円となっております。 

勘定別内訳は郵便貯金勘定８０兆８，３７１億２５百万円、簡易生命保

険勘定１８兆４，４５９億１８百万円となっております。 

 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２０年度の業務活動によるキャッシュ・フローは１９億８５百万円とな

りました。 

これはその他の業務収入が、３０億８０百万円となったことが主な要因で

す。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２０年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△２１億４９百万円と

なりました。 

これは、有価証券の取得による支出が△３８１億２３百万円、有価証券の償

還による収入が３５９億６０百万円となったことが主な要因です。 

 

 表 主要な財務データの経年比較 

                             （単位：百万円） 

区分 
平成 19 年度 

（10 月～3月） 
平成 20 年度 

経常費用 10,406,763 20,466,186

経常収益 10,416,999 20,491,986

当期総利益 10,236 25,800

資産 134,556,734 99,326,078

負債 134,539,498 99,283,042

利益剰余金 10,236 36,036

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,968 1,985

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,835 △2,149

財務活動によるキャッシュ・フロー ― ―

資金期末残高 733 569

 当機構の設立は、平成 19 年 10 月 1 日です。 
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 表 事業損益の経年比較 

                             （単位：百万円） 

区分 
平成 19 年度 

（10 月～3月） 
平成 20 年度 

郵便貯金勘定 1,211 2,381

簡易生命保険勘定 9,025 23,419

合  計 10,236 25,800

 当機構の設立は、平成 19 年 10 月 1 日です。 

 

 表 総資産の経年比較 

                             （単位：百万円） 

区分 平成 19 年度末 平成 20 年度末 

郵便貯金勘定 114,044,648 80,847,016

簡易生命保険勘定 20,512,086 18,479,062

合  計 134,556,734 99,326,078

 

② 行政サービス実施コスト計算書の分析（内容） 

平成２０年度の行政サービス実施コストは△２５６億９８百万円となりまし

た。 

これは、業務費用合計が△２５８億円となったことが主な要因です。 

 

 表 行政サービス実施コストの経年比較 

                             （単位：百万円） 

区分 
平成 19 年度 

（10 月～3月） 
平成 20 年度 

業務費用 △10,236 △25,800

うち損益計算書上の費用 10,406,763 20,466,186

うち自己収入等 △10,416,999 △20,491,986

損益外減価償却累計額 ― ―

損益外減損損失相当額 ― ―

引当外賞与見積額 ― ―

引当外退職給付増加見積額 6 8

機会費用 45 94

(控除)法人税等及び国庫納付金 ― ―

行政サービス実施コスト △10,186 △25,698

 当機構の設立は、平成 19 年 10 月 1 日です。 

 

⑵ 施設等投資の状況（重要なもの） 

① 当事業年度に完成した施設等及び当年度継続中の施設等の新設・拡充 

該当ありません。 
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② 当該事業年度に処分した施設等 

該当ありません。 

 

⑶ 予算・決算の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

予算 決算 予算 決算 差額理由

収入
業務収入 11,168,125 10,886,280 20,945,759 20,492,057

保険料等収入 10,036,695 9,562,975 19,871,807 19,492,767

運用収入 708,806 695,333 741,917 729,348

手数料収入 25 15 33 31
その他の業務収入 422,598 627,956 332,002 269,912

借入金償還原資 3,488,755 3,911,429 4,989,768 5,723,846

14,656,880 14,797,708 25,935,528 26,215,903

支出
業務経費 11,167,542 10,875,759 20,944,932 20,465,608

保険金等支払金 10,458,332 10,179,203 20,202,330 19,735,439

支払利子 708,793 695,330 741,882 729,291

その他の業務支出 418 1,225 720 878
一般管理費 85 48 116 65
人件費 290 233 574 496
施設整備費 - - - -
借入金償還 3,488,755 3,911,429 4,989,768 5,723,846

14,656,671 14,787,468 25,935,392 26,190,014

当機構の設立は、平成19年10月1日です。

19年度（10月～3月）
区分

郵便貯金残高の減少に伴う郵便貯金
支払利子の減少のため

20年度

計

計

見込みより保険金等支払い金が減少
したため

見込みより支払備金戻入が減少した
ため
見込みより保険契約者貸付の返済が
増えたため

見込みより保険金等支払い金が減少
したため

見込みより保険契約者貸付の返済が
増えたため

郵便貯金残高の減少に伴う特別預金
利息の減少のため

⑷ 経費の削減及び効率化目標との関係 

   当法人においては、「平成１９年度の当該経費相当額を標準的な年間当たり経費

に換算した額に対する中期目標期間の最終年度の当該経費の額の割合を９６％以下

とする。」ことを目標としています。この目標を達成するために、平成１９年度と

同様の契約につきましては仕様の見直しを行いました、中間期においては広報、監

査支援経費等の使用計画の見直しを行うことにより、平成１９年度の当該経費相当

額を標準的な年間当たり経費に換算した額６億１百万円に対して５億８８百万円に

なり、２％の低減を図ることができました。 
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５．事業の説明 

⑴ 財源構造 

経常収益は２０兆４，９１９億８６百万円で、その内訳は、保険料等収入 

１９兆４，９２７億６７百万円、資産運用収益７，２９３億４８百万円、その他

経常収益２，６９８億４０百万円、役務取引等収益３１百万円となっています。 

これを業務別に区分すると、郵便貯金管理業務では、資産運用収益２，０７５億

６３百万円、その他経常収益３０億４４百万円、役務取引等収益３１百万円となっ

ています。 

簡易生命保険管理業務では、保険料等収入１９兆４，９２７億６７百万円、

その他経常収益２，６６７億９６百万円、資産運用収益５，２１７億８５百万円

となっています。 

なお、預金者との郵便貯金の預入、払戻し及び貸付金等に係る取引について、 

機構法及び郵政民営化法（平成１７年法律第９７号）の規定に基づく貯金に関する

契約並びに機構法の規定に基づく借入金に関する契約により、ゆうちょ銀行との間

で同額の債権債務及び収益費用が発生しています。 

また、契約者等との保険料収入、保険金支払及び貸付金等に係る取引について、

機構法第１６条に規定する再保険契約及び同法の規定に基づく借入金に関する契約

により、かんぽ生命保険との間で同額の債権債務及び収益費用が発生しています。 

 

⑵ 財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明 

① 郵便貯金に関する管理業務 

旧公社から承継した郵便貯金を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を 

確実に履行するための業務です。 

業務の財源は、権利消滅金による収入２９億９３百万円及び政府から出資 

された６３億円となっています。 

業務に要する費用は、一般管理費（事務費）１億３６百万円、事業費５億３８

百万円となっています。 

 

② 簡易生命保険に関する管理業務 

旧公社から承継した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

を確実に履行するための業務です。 

業務の財源は、再保険手数料収入６億３８百万円及び政府から出資された７億

円となっています。 

業務に要する費用は、一般管理費（事務費）１億４２百万円、事業費４億９６

百万円となっています。 
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 表 一般管理費、事業費の経年比較 

                             （単位：百万円） 

区分 平成 19 年度 平成 20 年度 

一般管理費 157 278

事業費 500 1,034

合  計 658 1,312

 当機構の設立は、平成 19 年 10 月 1 日です。 
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