
剰余金処分（不足金処理）案

項目 繰越不足金 当期剰余金 未処分剰余金

区分 (円) (円) (円)

19,140,690

259,752

26,885,723

上記未処分剰余金を下記のとおり処理する。

　１　　家畜共済勘定 (単位：円) 

項目 法定積立金 特別積立金

区分 当　　期 累　　計 当　　期 累　　計

9,570,345 335,379,172 9,570,345 320,431,931

　２　　果樹共済勘定

　　　　既積立金総額と当期剰余金の合計額 21,294,216円 を

　　　　共済目的別過不足累計額　ぶ　ど　う 0円 　    0％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　　　し 21,294,216円  100.00％により

　　　　配分し、この配分額から既積立額を差引いて得た共済目的別当期剰余金を次のとおり積立てる。

(単位：円)

項目 法定積立金 特別積立金

再保険区分 当　　期 累　　計 当　　期 累　　計

129,876 9,383,334 129,876 11,910,882

129,876 9,383,334 129,876 11,910,882

　３　　任意共済勘定 (単位：円)

項目 法定積立金 特別積立金 摘　　要

区分 当　　期 累　　計 当　　期 累　　計

13,442,862 6,471,593,647 13,442,861 6,322,369,898

項目 繰越不足金 当期剰余（不足）金 未処分不足金

区分 (円) (円) (円)

22,993

66,286,601

83,128,776

上記未処理不足金を下記のとおり処理する。

項目 法定積立金による補てん 特別積立金による補てん 繰越不足金

区分 (円) (円) (円)

83,128,776

不   足   金   処   理   案

農作物共済勘定 △ 22,993

農機具更新共済勘定 92,750,511 9,621,735

59,289,956 6,996,645

任意共済勘定

摘　　要

家畜共済勘定

畑作物共済勘定 △ 66,286,601

な　　　し

合   計

畑作物共済勘定

農作物共済勘定 22,993

農機具更新共済勘定

摘　　要

ぶ　ど　う

剰   余   金   処   分   案

家畜共済勘定 19,140,690

果樹共済勘定 259,752

任意共済勘定 26,885,723



剰余金処分（不足金処理）案

項目 繰越不足金 当期剰余金 未処分剰余金

区分 (円) (円) (円)

0

47,294,864

157,735

0

0

67,409,240

上記未処分剰余金を下記のとおり処理する。

　１　　農作物共済勘定

　　　　既積立金総額と当期剰余金の合計額 5,156,082,740円 を

　　　　共済目的別過不足累計額　水　稲 4,524,462,604円 　87.75％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麦 631,620,136円   12.25％により

　　　　配分し、この配分額から既積立額を差引いて得た共済目的別当期剰余金を次のとおり積立てる。
(単位：円) 

項目 法定積立金 特別積立金

区分 当　　期 累　　計 当　　期 累　　計

0 1,059,144,009 0 3,472,661,658 法定限度額　500,008,157

0 39,890,874 0 581,080,095 法定限度額　191,754,006

1,099,034,883 4,053,741,753

　２　　家畜共済勘定 (単位：円) 

項目 法定積立金 特別積立金

区分 当　　期 累　　計 当　　期 累　　計

30,883,181 302,161,395 30,883,181 297,568,948

　３　　果樹共済勘定

　　　　既積立金総額と当期剰余金の合計額 21,807,423円 を

　　　　共済目的別過不足累計額　ぶ　ど　う 0円 　    0％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　　　し 21,807,423円  100.00％により

　　　　配分し、この配分額から既積立額を差引いて得た共済目的別当期剰余金を次のとおり積立てる。

(単位：円)

項目 法定積立金 特別積立金

再保険区分 当　　期 累　　計 当　　期 累　　計

0 0 0 0

1,355,321 10,105,284 1,355,321 11,702,139

1,355,321 10,105,284 1,355,321 11,702,139

　４　　畑作物共済勘定

　　　　既積立金総額と当期剰余金の合計額 212,480,531円 を

　　　　共済目的別過不足累計額　一筆半相大豆小豆 200,624,117円 　94.42％

　　　全　　相　　大　　豆 11,856,414円    5.58％により

　　　　　配分し、この配分額から既積立額を差引いて得た共済目的別当期剰余金を次のとおり積立てる。

(単位：円)

項目 法定積立金 特別積立金 摘　　要

再保険区分 当　　期 累　　計 当　　期 累　　計

3,847,277 80,338,587 3,847,277 120,273,849

0 2,536,816 0 9,331,279

3,847,277 82,875,403 3,847,277 129,605,128

摘　　要

水   稲

合   計

摘　　要

家畜共済勘定

摘　　要

ぶ　ど　う

な　　　し

合   計

一筆半相大豆 小豆

全　相　大　豆

合   計

 麦

果樹共済勘定 157,735

畑作物共済勘定

園芸施設共済勘定

農機具更新共済勘定

剰   余   金   処   分   案

農作物共済勘定

家畜共済勘定 47,294,864

任意共済勘定 67,409,240



　５　　園芸施設共済勘定 (単位：円)

項目 法定積立金 特別積立金 摘　　要

区分 当　　期 累　　計 当　　期 累　　計

1,298,891 93,229,475 1,298,891 105,179,027

　６　　任意共済勘定 (単位：円)

項目 法定積立金 特別積立金 摘　　要

区分 当　　期 累　　計 当　　期 累　　計

158,357,096 6,424,446,165 158,357,095 6,275,222,417

項目 繰越不足金 当期剰余（不足）金 未処分不足金

区分 (円) (円) (円)

35,502

0

0

0

339

0

△ 92,750,511

上記未処理不足金を下記のとおり処理する。

項目 法定積立金による補てん 特別積立金による補てん 繰越不足金

区分 (円) (円) (円)

0

0

0

0

0

0

△ 92,750,511

任意共済勘定

農機具更新共済勘定

畑作物共済勘定

園芸施設共済勘定 339

家畜共済勘定

果樹共済勘定

農機具更新共済勘定 △ 137,211,408 44,460,897

農作物共済勘定 35,502

園芸施設共済勘定 339

任意共済勘定

果樹共済勘定

畑作物共済勘定

不   足   金   処   理   案

農作物共済勘定 35,502

家畜共済勘定

任意共済勘定

園芸施設共済勘定


