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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 377,050 △0.1 8,894 ― 4,783 ―

21年3月期 377,312 △8.4 △91,782 ― △59,623 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

経常収益経常利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 8.61 8.60 6.1 0.8 2.4
21年3月期 △129.61 ― △72.9 △8.2 △24.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 1,132,392 110,871 9.7 157.66
21年3月期 1,084,765 47,076 4.3 85.89

（参考） 自己資本   22年3月期  110,286百万円 21年3月期  46,536百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 8,776 △42,971 14,678 66,910
21年3月期 3,365 △77,860 17,976 86,092

2.  配当の状況 

（注）23年3月期の配当予想額については、未定としております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
 当社の業績は資産運用、営業両面において、経済情勢、市場環境、自然災害等に起因するさまざまな不確実性が存在しております。また、今期は事業
構造等の変換を企図しており現時点では適切な業績の見通しを行う事が困難な状況にあります。このため、当社は業績予想の記載は行っておりません
が、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示致します。 
 なお、四半期開示につきましては極力迅速かつ十分な開示に努めて参ります。 
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる重要な株式数については、31ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 700,239,075株 21年3月期 543,263,075株

② 期末自己株式数 22年3月期  758,889株 21年3月期  1,508,902株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

正味収入保険料 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 270,837 △4.9 9,062 ― 5,090 ―

21年3月期 284,835 △3.1 △91,650 ― △58,977 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
正味損害率 正味事業費率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 9.16 9.15 6.7 64.6 35.9
21年3月期 △128.21 ― △75.8 62.7 37.9

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 933,155 108,951 11.6 154.92
21年3月期 912,744 45,140 4.9 82.32

（参考） 自己資本 22年3月期  108,367百万円 21年3月期  44,600百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 「3. 23年3月期の連結業績予想」に記載のとおり業績予想が困難であるため、23年3月期の期末配当予想額は未定であります。 
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１ 経営成績に関する分析  

（1）当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、世界経済の持ち直しを背景とした輸出増加と政府の大型経済対策による需要押し

上げにより回復基調を見せており、企業の設備投資や雇用・所得環境にも底入れ感が窺えつつありますが、なお

緩やかなデフレ状態は続いており、先行きのリスク要因を払拭できない状況となっております。 

こうした環境下において、当社グループでは、第三者割当増資による約135億円の増資のほか、金融機関から15

億円の劣後ローンを調達するなど、一層の資本増強を実施いたしました。 

経常収益は、前期比ほぼ横這いで3,770億円となりました。一方経常費用では、前期には906億円計上した有価

証券評価損が9億円にとどまったことと、「富士事業強化プラン」に盛りこんだ経費削減を１年前倒しで実施する

こととし、従業員賞与などの人件費と物件費の削減を行い、前年同期に比べ1,009億円減少して3,681億円となり

ました。この結果、88億円の経常利益（前期は経常損失917億円）となり、これに特別利益、特別損失、法人税等

合計を加減し、47億円の当期純利益（前期は当期純損失596億円）となりました。 

事業の種類別の業績は次のとおりであります。 

①損害保険事業 

グループの主要事業である損害保険事業におきましては、保険引受収益のうち正味収入保険料は前期に比べ

4.9％減少し2,708億円となりました。一方、保険引受費用のうち正味支払保険金は、前期に比べ19億円減少し、

1,611億円となりました。また、資産運用面では、利息及び配当金収入が164億円となり、前期に比べ52億円減少

しました。 

商品戦略におきましては、昨今の企業を取り巻く幅広い賠償リスクの実態にあわせ、“充実した補償内

容”と“柔軟な商品設計”でサポートする、企業向け賠償責任保険の 上級商品「ＭＶＰ」を発売するととも

に、がんの実費補償に重点を置いた医療保険「みんなの健保 がんにも負けず」を発売しました。 

チャネル戦略におきましては、特に、代理店チャネルでは収益性の高い火災保険を取扱う不動産代理店の開発

に注力してまいりました。その大きな原動力は宅建協会取組によるもので、全国18県で取組を展開しておりま

す。 

お客様サービス面におきましては、「みんなの健保（医療費用担保特約付医療保険）」のご契約者さま向けに

携帯サイトでの健康管理支援サービス「モバイル健康サービス」を、自動車保険「ミニフリート」では企業向け

新サービス「社長“ホッと”コール」を開始するなど、お客さまにより高い評価をいただくことができるように

努めてまいりました。 

業務面におきましては、全国の営業拠点で行なっている契約事務を2006年12月に愛媛県松山市に開設した「中

央営業事務センター」において集中処理していくことで、事務処理品質の均質化、効率の向上により営業店にお

ける事務処理の軽減と営業機能の強化を図っております。2010年2月には、全支店の事務集中が完了しました。 

②生命保険事業 

生命保険事業におきましては、当連結会計年度の新契約高は3,029億円、当連結会計年度末保有契約高は前年度

末に比べ2.7％増加し、2兆1,303億円となりました。収入面では、生命保険料は384億円になりました。一方、支

出面では、生命保険金等は59億円となりました。 

  

（2）次期の見通し  

当社の業績は資産運用、営業両面において、経済情勢、市場環境、自然災害等に起因するさまざまな不確実性

が存在しております。また、今期は事業構造等の変換を企図しており現時点では適切な業績の見通しを行う事が

困難な状況にあります。このため、当社は業績予想の記載は行っておりませんが、業績予想の開示が可能となっ

た時点で速やかに開示致します。 

 なお、四半期開示につきましては極力迅速かつ十分な開示に努めて参ります。 

  

２ 財政状態に関する分析 

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが87億円の収入とな

り、前連結会計年度との比較では54億円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少したことなどにより、前連結会計年度

に比べて、348億円増加して429億円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは借入れによる収入が減少したことなどにより、前連結会計年度よりも32億

円減少して、146億円の収入となりました。 

この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて191億円減少して、669億円と

なりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績
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なお、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ476億円増加し、1兆1,323億円となりまし

た。また、当連結会計年度末における純資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ637億円増加し、1,108億円とな

りました。  

（単位：％）

  

（注） 1. 各指標はいずれも連結ベースの数値により算出しております。 

    2. 自己資本比率 ： 自己資本/総資産×100 

    3. 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額/総資産×100 

      ＊株式時価総額 ： 期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式数控除後） 

    4. 当企業集団の主要な事業は保険事業であるため、「インタレスト・カバレッジ・レシオ」及び「債務 

      償還年数」は記載しておりません。 

  

３ 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

当社グループは、効率的な事業運営のもとに、地震・風水災等の異常損害に備えて担保力を強化し、事業の健全

性を維持するために必要な内部留保を確保した上で、長期的に安定した配当により、株主の皆様への利益還元に努

めることを基本方針としております。 

当期の配当につきましては、前期、多額の当期純損失を計上した結果、大きく減少したその他利益剰余金が、当

期も十分に回復しなかったために、誠に遺憾ながら、引き続き配当を行わないことといたしました。 

なお、次期の配当につきましても、未定としております。 

  

４ 事業等のリスク 

 当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えら

れる事項を記載しております。 

 本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断した

ものであります。 

（1）保険引受リスク 

 経済情勢や保険事故の発生率等が保険料設定時の予測に反して変動することにより、損失を被る可能性があ

ります。巨大災害・集積リスクについては、再保険カバーにより対応しておりますが、再保険会社からの再保

険金回収には信用リスクが伴い、再保険金を回収できなくなる可能性があります。 

（2）資産運用リスク 

 保有する資産の価値が変動したり、負債特性に応じた資産運用ができないこと等により、損失を被る可能性

があります。資産運用リスクには、市場関連リスク（金利リスク、価格変動リスク、為替リスク）、信用リス

ク、不動産投資リスクがあり、保有する資産である、株式、国内債券、外国債券、貸付金、不動産などが影響

を受けます。また、積立型商品や年金型商品は運用に関して予定利率を予め設定していますが、市場の環境に

よっては予定利率で運用できないために損失が発生する可能性があります。 

（3）流動性リスク 

 巨大災害等の発生に伴う保険金支払の増加や、市場の混乱による換金性の低下等により資金繰りが悪化した

場合には、通常よりも高いコストでの資金調達や、低い価格での資産売却を余儀なくされること等により、損

失を被る可能性があります。 

（4）事務リスク 

 役職員・代理店が正確な事務を怠る、または事故・不正等を起こすことにより、損失を被る可能性がありま

す。保険契約において説明が不十分であることから、保険事故として支払できない案件に関して損害賠償を請

求されたり、事務処理の誤りから支払い責任が生じる可能性があります。 

（5）保険金支払管理リスク 

 保険金支払に関して、商品特性を踏まえた適切な事務フロー、システム投資、教育・指導および支払業務の

検証・審査等、適正な保険金支払管理態勢の整備を行っています。しかし、多様な商品特性によるヒューマン

エラー、支払査定担当者の理解不足等により、適切でない不払いが発生する可能性があります。また、適正な

業務運営に伴うシステム投資、人材育成等のコストの増加により、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。 

  平成18年 

3月期 

平成19年 

3月期 

平成20年 

3月期 

平成21年 

3月期 

平成22年 

3月期 

自己資本比率 15.1 15.0 10.1 4.3  9.7  

時価ベースの 

自己資本比率 
18.0 17.3 9.7 3.7  7.7  
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（6）システムリスク 

 コンピュータシステムのダウン又は誤作動、システムの不備、コンピュータが不正に使用されることによ

り、損失を被る可能性があります。保険契約に関する手続きから、保険契約内容の変更処理、事故発生時の保

険金支払いまで、ほとんどの事務処理がコンピュータで処理されているため、コンピュータに関してトラブル

が発生すると、復旧等に臨時の費用が発生する可能性があります。 

（7）コンプライアンスリスク 

 役職員・代理店による不祥事や法令違反の発生等に関連して、訴訟を提起された場合、その結果によっては

損失を被る可能性があります。 

 また、不正や業務運営の不備に関して、監督当局から行政処分を受ける可能性があり、この結果当社グルー

プの業績に影響が生じるリスクがあります。 

（8）事故・災害リスク 

  地震・風水災などの自然災害、火災・その他の大事故の発生、又は新型インフルエンザの流行等により、損

失を被る可能性があります。大規模な事故・災害が発生した場所により、当社の社屋が使用不能になったり、

コンピュータ運用のアウトソーシングができなくなる可能性があります。 

（9）風評リスク 

  当社グループに対する、根拠のない単なる「うわさ」や「憶測」等が大きくなり、ネガティブな内容の風評

へと変化し、お客様の信頼や社会的信用が一時的に低下した場合、保険料収入の減少や保険契約の解約の増加

等により、損失を被る可能性があります。 

（10）関連事業リスク 

  当社グループでは、子会社・関連会社を通じて、損害保険事業のほか生命保険事業、損害保険関連事業およ

び総務・事務受託等関連事業を展開しています。 

 各子会社・関連会社については、上記に掲げたリスクのうち、事業内容に応じたリスクおよび当該事業固有

のリスクを有しており、これらのリスクの顕在化により損失を被る可能性があります。  
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 当社グループは、親会社であるアメリカン・インターナショナル・グループ・インク、エイアイユーエイチ エ

ルエルシー及びチャーティス・ホールディングス・インクのもと、当社、子会社6社、関連会社1社で構成され、損

害保険事業、保険関連事業、事務受託等関連事業、事務受託・計算関連事業を営んでおります。 

 3月末時点の事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

  

（注）1. 各記号の意味は次のとおりです。   ★ ： 連結子会社    ☆ ： 非連結子会社    ◇ ： 関連会社    

                                         ● ： 親会社      ◎ ： その他の関係会社 

2. 当社は、チャーティス・ノンライフ・ ホールディング・カンパニー・ジャパン・インクより持ち株比率

36.47%の出資を受けております。 

3. アメリカン・インターナショナル・グループ・インク、エイアイユーエイチ エルエルシー及びチャーテ

ィス・ホールディングス・インクは、当社の親会社であり、チャーティス・ホールディングス・インク

は、傘下のチャーティス・ノンライフ・ ホールディング・カンパニー・ジャパン・インク、ＡＩＵ保険

会社、チャーティス・ヨーロッパ・ＳＡ、アメリカンホーム保険会社及びチャーティス・オーバーシーズ

リミテッドを通じて合計で54.65%の株式を保有しています。 

4. オリックス株式会社より持ち株比率15.53％の出資を受けておりますが、その他の関係会社には相当しま

せん。  

  

２．企業集団の状況
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１ 会社の経営の基本方針 

 当社は以下の通りコーポレートビジョンと基本方針を掲げております。 

  

＜コーポレートビジョン＞ 

 富士火災グループは、“身近で頼れるプロフェッショナル”として、すべてのお客さまに「革新的な商品」と

「 高品質のサービス」を提供してまいります。 

  

＜基本方針＞ 

○すべてはお客さまのために 

 当社はすべての企業活動において、お客さまの声に耳を傾け、お客さまの視点で考え、お客さまのニーズに合

った商品とサービスを提供します。 

○お客さまに も近い保険会社 

 当社は、 も親しみやすい保険会社を目指し、地域に密着した代理店、プロフェッショナルアドバイザー、営

業・損害サービスネットワークを通して地域社会の安全と安心に貢献いたします。 

○創造と挑戦の企業文化 

 当社はワーク／ライフ・バランス、風通しの良さ、専門性を大切にし、創造性と挑戦意欲にあふれる企業文化

を醸成いたします。 

○社会との共生 

 当社は法令、社会規範及び企業倫理を遵守するとともに、人権を尊重し、企業市民として社会的課題の解決や

環境保護に貢献いたします。 

○企業価値の向上 

 当社は生産性の高い組織と効率的なオペレーションによって競争力を高めるとともに、リスク管理機能を強化

することにより継続的な企業価値の向上を目指します。 

  

２ 目標とする経営指標  

 当社は今期、事業構造等の変換を企図しており、現時点では目標とする経営指標は設定しておりません。 

  

３ 中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 

経営基盤の強化とカスタマー・ファースト（すべてはお客さまのために）の実現のために2009年度に策定した

「富士事業強化プラン」を確実に実行して、安定的な経営基盤を確立し強化し、お客さま視点で更なる成長と効率

化を実現していきます。 

 また、2010年3月にはチャーティス・グループに対し約135億円の第三者割当を実施し、資本強化を図りました。

保険引受面においては、効率化による事業費の削減と引受の強化により、利益の確保を図ってまいります。 

 今後、チャーティスとの連携を促進し、効率的な業務運営のもとで、経営基盤を強化して収益力を増強すること

を実現していきます。 

  

３．経営方針

              

富士火災海上保険㈱ (8763) 平成22年3月期決算短信

7



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金及び預貯金 85,415 58,072

コールローン 1,137 12,000

買入金銭債権 694 444

金銭の信託 239 239

有価証券 707,996 803,607

貸付金 67,311 62,008

有形固定資産 50,533 42,749

土地 25,675 20,419

建物（純額） 21,325 19,083

リース資産（純額） 1,264 1,319

その他の有形固定資産（純額） 2,268 1,926

無形固定資産 277 275

その他資産 91,166 89,240

繰延税金資産 81,818 68,665

貸倒引当金 △1,773 △4,849

投資損失引当金 △51 △60

資産の部合計 1,084,765 1,132,392

負債の部   

保険契約準備金 994,835 982,399

支払備金 101,923 105,192

責任準備金等 892,911 877,206

その他負債 37,631 35,534

退職給付引当金 241 240

役員退職慰労引当金 136 94

賞与引当金 204 173

特別法上の準備金 664 635

価格変動準備金 664 635

繰延税金負債 － 34

再評価に係る繰延税金負債 3,976 2,408

負債の部合計 1,037,689 1,021,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 49,231 55,981

資本剰余金 38,912 45,662

利益剰余金 △10,508 △2,991

自己株式 △412 △204

株主資本合計 77,223 98,448

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,409 27,665

土地再評価差額金 △9,132 △11,908

為替換算調整勘定 △4,145 △3,917

評価・換算差額等合計 △30,687 11,838

新株予約権 539 584

純資産の部合計 47,076 110,871

負債及び純資産の部合計 1,084,765 1,132,392
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

経常収益 377,312 377,050

保険引受収益 353,687 352,556

正味収入保険料 284,713 270,565

収入積立保険料 21,523 18,382

積立保険料等運用益 9,728 9,114

生命保険料 32,818 38,659

責任準備金等戻入額 4,400 15,455

その他保険引受収益 502 378

資産運用収益 22,937 23,903

利息及び配当金収入 24,902 20,073

金銭の信託運用益 13 1

有価証券売却益 7,699 10,820

有価証券償還益 － 10

その他運用収益 49 2,112

積立保険料等運用益振替 △9,728 △9,114

その他経常収益 688 590

経常費用 469,095 368,156

保険引受費用 295,870 287,509

正味支払保険金 163,037 161,100

損害調査費 15,891 14,011

諸手数料及び集金費 54,887 52,578

満期返戻金 52,311 50,053

契約者配当金 23 12

生命保険金等 7,666 5,958

支払備金繰入額 1,152 3,260

その他保険引受費用 901 534

資産運用費用 108,316 21,178

有価証券売却損 8,348 9,404

有価証券評価損 90,662 913

有価証券償還損 － 1,976

金融派生商品費用 9,125 5,787

その他運用費用 180 3,095

営業費及び一般管理費 62,564 55,486

その他経常費用 2,343 3,982

支払利息 50 180

貸倒引当金繰入額 363 3,153

貸倒損失 1,212 364

投資損失引当金繰入額 6 9

その他の経常費用 710 274

経常利益又は経常損失（△） △91,782 8,894
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益 3,190 389

固定資産処分益 792 360

特別法上の準備金戻入額 2,358 28

価格変動準備金戻入額 2,358 28

その他特別利益 40 －

特別損失 408 400

固定資産処分損 272 124

減損損失 136 276

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△89,000 8,882

法人税及び住民税等 1,040 1,348

過年度法人税等 － 585

法人税等調整額 △30,417 2,165

法人税等合計 △29,377 4,099

当期純利益又は当期純損失（△） △59,623 4,783
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 41,334 49,231

当期変動額   

新株の発行 7,897 6,749

当期変動額合計 7,897 6,749

当期末残高 49,231 55,981

資本剰余金   

前期末残高 31,015 38,912

当期変動額   

新株の発行 7,897 6,749

当期変動額合計 7,897 6,749

当期末残高 38,912 45,662

利益剰余金   

前期末残高 64,885 △10,508

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △9 －

当期変動額   

剰余金の配当 △3,611 －

当期純利益又は当期純損失（△） △59,623 4,783

自己株式の処分 △0 △42

自己株式の消却 △12,645 －

土地再評価差額金の取崩 494 2,776

当期変動額合計 △75,384 7,516

当期末残高 △10,508 △2,991

自己株式   

前期末残高 △13,050 △412

当期変動額   

自己株式の取得 △54 △2

自己株式の処分 47 210

自己株式の消却 12,645 －

当期変動額合計 12,637 207

当期末残高 △412 △204

株主資本合計   

前期末残高 124,184 77,223

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △9 －

当期変動額   

新株の発行 15,795 13,499

剰余金の配当 △3,611 －

当期純利益又は当期純損失（△） △59,623 4,783

自己株式の取得 △54 △2

自己株式の処分 46 167

土地再評価差額金の取崩 494 2,776

当期変動額合計 △46,951 21,224

当期末残高 77,223 98,448
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,707 △17,409

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,117 45,074

当期変動額合計 △20,117 45,074

当期末残高 △17,409 27,665

土地再評価差額金   

前期末残高 △8,637 △9,132

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △494 △2,776

当期変動額合計 △494 △2,776

当期末残高 △9,132 △11,908

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,281 △4,145

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,864 227

当期変動額合計 △2,864 227

当期末残高 △4,145 △3,917

新株予約権   

前期末残高 320 539

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 219 44

当期変動額合計 219 44

当期末残高 539 584

純資産合計   

前期末残高 117,293 47,076

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △9 －

当期変動額   

新株の発行 15,795 13,499

剰余金の配当 △3,611 －

当期純利益又は当期純損失（△） △59,623 4,783

自己株式の取得 △54 △2

自己株式の処分 46 167

土地再評価差額金の取崩 494 2,776

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,256 42,571

当期変動額合計 △70,208 63,795

当期末残高 47,076 110,871
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△89,000 8,882

減価償却費 2,374 2,138

減損損失 136 276

支払備金の増減額（△は減少） 1,808 3,053

責任準備金等の増減額（△は減少） △4,681 △15,704

貸倒引当金の増減額（△は減少） 229 3,075

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 △0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △85 △42

賞与引当金の増減額（△は減少） △2 △30

価格変動準備金の増減額（△は減少） △2,358 △28

利息及び配当金収入 △24,902 △20,073

有価証券関係損益（△は益） 91,311 2,139

支払利息 50 180

為替差損益（△は益） 115 11

貸付金関係損益（△は益） 1,296 390

有形固定資産関係損益（△は益） △520 △236

その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）
の増減額（△は増加）

6,598 △3,539

その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）
の増減額（△は減少）

△3,066 △600

その他 9,268 6,327

小計 △11,410 △13,781

利息及び配当金の受取額 21,929 21,617

利息の支払額 △50 △180

法人税等の支払額 △7,146 △2,056

法人税等の還付額 43 3,177

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,365 8,776

投資活動によるキャッシュ・フロー   

預貯金の純増減額（△は増加） 962 △2,701

買入金銭債権の取得による支出 △2,533 △2,623

買入金銭債権の売却・償還による収入 2,021 2,886

金銭の信託の増加による支出 － △1

金銭の信託の減少による収入 26 －

有価証券の取得による支出 △645,658 △321,880

有価証券の売却・償還による収入 574,871 277,804

貸付けによる支出 △30,922 △13,206

貸付金の回収による収入 27,982 18,265

差入保証金の差入による支出 △11,876 －

差入保証金の回収による収入 11,876 －

その他 △7,009 △7,516

資産運用活動計 △80,260 △48,973

営業活動及び資産運用活動計 △76,895 △40,196

有形固定資産の取得による支出 △621 △342

有形固定資産の売却による収入 3,023 6,344

その他 △1 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,860 △42,971
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入れによる収入 6,000 1,500

株式の発行による収入 15,795 13,499

自己株式の取得による支出 △53 △2

自己株式の処分による収入 13 0

配当金の支払額 △3,609 △5

リース債務の返済による支出 △168 △314

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,976 14,678

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,152 334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58,670 △19,181

現金及び現金同等物の期首残高 144,763 86,092

現金及び現金同等物の期末残高 86,092 66,910
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該当事項はありません。  

   

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社数  ３社 

富士生命保険株式会社 

American Fuji Fire & Marine Insurance Company 

Fuji International Insurance Company Limited  

(2）非連結子会社 

 主な非連結子会社は富士損害サービス株式会社であります。 

 非連結子会社については、総資産、売上高（経常収益）、当期純損益（持分に見合う額）、及び利益

剰余金（持分に見合う額）等の観点からみて、いずれも小規模であり、全体として連結財務諸表に重要

な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。  

２ 持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社及び関連会社（富士マネジメントサービス株式会社）については、連結純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりません。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 富士生命保険株式会社を除く連結子会社の決算日は12月31日であり、同日現在の決算財務諸表を使用して

おりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事項  

(1）有価証券の評価基準及び評価方法 

①満期保有目的の債券の評価は、償却原価法によっております。 

②子会社株式及び関連会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。 

③その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法によっておりま

す。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に基づい

ております。 

④その他有価証券のうち時価のないものの評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。 

⑤有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券

の評価は、時価法によっております。 

⑥運用目的及び満期保有目的のいずれにも該当しない有価証券の保有を目的とする金銭の信託において

信託財産として運用されている有価証券の評価は、その他有価証券と同じ方法によっております。 

在外連結子会社の保有する有価証券の評価基準及び評価方法は主に時価法によっております。  

(2）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 

(3）有形固定資産の減価償却の方法 

 当社及び国内連結子会社の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法によっておりま

す。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によってお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物         15年～50年 

その他        ４年～６年 

 在外連結子会社の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により行っております。 

 当社及び国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リースに係る「有形固定資産」中のリース資

産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、零としてお

ります。 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償

却・引当基準により、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生して

いる債務者に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額

から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き当

てております。今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のう

ち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引き当てております。 

 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額

に乗じた額を引き当てております。 

 また、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、資産査定規程に定める実施部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した部署が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を

行っております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額及び

保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は 百万円であります。 

②投資損失引当金 

 資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら

れる者が発行する有価証券について、将来発生する可能性のある損失に備えるため、当連結会計年度

末における損失見込額を計上しております。 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

④役員退職慰労引当金 

 取締役及び執行役等の退職慰労金に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末における要支給額

を計上しております。 

⑤賞与引当金 

 従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。 

⑥価格変動準備金 

 株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき計上しております。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び

費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて

おります。 

(6）消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費等の

費用は税込方式によっております。 

 なお、資産に係る控除対象外消費税等はその他資産に計上し、５年間で均等償却を行っております。 

(7）重要なリース取引の処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する連

結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんは、発生しておりません。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及び取得

日から満期日又は償還日までの期間が３ヶ月以内の定期預金等の短期投資からなっております。 

800
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（IBNR備金）  

 当社が平成10年大蔵省告示第234号第２条に基づき算出しているIBNR備金については、従来、「保険金等の支

払が長期間に及ぶもので、かつ、金額的重要性のある計算単位」において、統計的見積法により算出し、その

他は算式見積法により算出しておりましたが、当連結会計年度より金額的重要性のある計算単位について、統

計的見積法により計上する取扱いに変更しております。  

 この変更は、平成22年3月31日の追加出資に伴いアメリカン インターナショナル グループ インクの連結

対象子会社となることを契機として、親会社と見積方法を同一とすることにより精度の高い見積りを行い、財

務内容の一層の健全化を図るために行ったものであります。  

 この変更に伴い、従来と同一の方法を採用した場合に比べ、経常利益及び税金等調整前当期純利益は3,041百

万円少なく計上されております。 

  

（金融商品関係） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しておりま

す。 

  

（賃貸等不動産関係）  

 当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年

11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 

平成20年11月28日）を適用しております。  

  

（連結貸借対照表関係）  

１. 有形固定資産の減価償却累計額は58,474百万円、圧縮記帳額は5,657百万円であります。 

  

２. 非連結子会社及び関連会社の株式等は次のとおりであります。 

  

３.（1）貸付金のうち、破綻先債権額は110百万円、延滞債権額は1,936百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒

償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和

40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまで（貸倒引当金勘定への繰入限度額）に掲げる事由

又は同項第４号に規定する事由が生じている貸付金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。  

(2）貸付金のうち、３ヶ月以上延滞債権に該当するものはありません。 

 なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。  

(3）貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は4,189百万円であります。 

 なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、

破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

(4）破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸付条件緩和債権額の合計額は6,235百万円で 

あります。 

  

４. 担保に供している資産は有価証券等8,974百万円であります。 

  

５. 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。 

（７）追加情報

（８）連結財務諸表に関する注記事項

    有価証券（株式） 百万円342

  貸出コミットメントの総額 百万円1,250

  貸出実行残高 百万円1,176

  差引額 百万円74
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６. 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行 

い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

(1）再評価の実施年月日 平成14年３月31日 

(2）同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価

税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官

が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法のほか、同条第５号

に定める鑑定評価に基づいて算定しております。 

(3）同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事 

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額は、△4,216百万円であります。  

  

１. 事業費の主な内訳は次のとおりであります。  

なお、事業費は連結損益計算書における損害調査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合計

であります。 

  

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

発行済株式数の増加156,976千株は、第三者割当による株式の発行によるものであります。 

自己株式数の増加19千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

自己株式数の減少769千株は、新株予約権の行使に応じるための自己株式の処分による減少768千株、及び単

元未満株主への売渡しによる減少1千株であります。 

２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３. 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

（連結損益計算書関係）

         代理店手数料等 百万円45,714

         給与 百万円29,504

         募集費 百万円11,896

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度
増加株式数（千株） 

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式  

普通株式  543,263  156,976 －  700,239

合計  543,263  156,976 －  700,239

自己株式  

普通株式  1,508  19  769  758

合計  1,508  19  769  758

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高 
（百万円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
―    584

合計 ―    584
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１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

                                                               （平成22年３月31日現在） 

  

２．重要な非資金取引の内容 

    該当ありません。 

  

３．投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る資産運用業務から生じるキャッシュ・フローを含ん

でおります。  

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１ 事業区分は、提出会社及び連結子会社における業務の実態を勘案して区分しております。 

２ 各事業区分の主要な事業内容 

損害保険事業……損害保険引受業務及び資産運用業務 

生命保険事業……生命保険引受業務及び資産運用業務 

３ 当連結会計年度における外部顧客に対する経常収益の消去欄の金額のうち主なものは、生命保険事業セグメ

ントに係る経常費用のうちの責任準備金等繰入額を連結損益計算書上は経常収益のうちの責任準備金等戻入

額に含めて表示したことによる振替額であります。 

４ 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これによる損益に

与える影響は軽微であります。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

              現金及び預貯金 百万円58,072

              コールローン 百万円12,000

              買入金銭債権 百万円444

              預入期間が３か月を超える定期預金 百万円△3,161

              現金同等物以外の買入金銭債権 百万円△444

              現金及び現金同等物 百万円66,910

（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

  
損害保険事業
（百万円） 

生命保険事業
（百万円） 

計（百万円） 消去（百万円） 連結（百万円）

Ⅰ 経常収益及び経常損益 

経常収益 

(1）外部顧客に対する 

経常収益 
 359,575  37,228  396,804 (19,491)  377,312

(2）セグメント間の 

内部経常収益 
 711  △79  632 (632)  －

計  360,287  37,149  397,436 (20,123)  377,312

経常費用  453,357  35,861  489,219 (20,123)  469,095

経常利益又は 

経常損失(△) 
 △93,069  1,287  △91,782  －  △91,782

Ⅱ 資産・減価償却費・減損

損失及び資本的支出 

資産  915,378  179,511  1,094,889 （10,123）  1,084,765

減価償却費  2,359  14  2,374  －  2,374

減損損失  136  －  136  －  136

資本的支出  2,039  23  2,063  －  2,063
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によっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成５年６月17日 （企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用し、リース取引開始日が当連結会計年度に属する取引から、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 事業区分は、提出会社及び連結子会社における業務の実態を勘案して区分しております。 

２ 各事業区分の主要な事業内容 

損害保険事業……損害保険引受業務及び資産運用業務 

生命保険事業……生命保険引受業務及び資産運用業務 

３ 当連結会計年度における外部顧客に対する経常収益の消去欄の金額のうち主なものは、生命保険事業セグメ

ントに係る経常費用のうちの責任準備金等繰入額を連結損益計算書上は経常収益のうちの責任準備金等戻入

額に含めて表示したことによる振替額であります。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 全セグメントの経常収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 同上 

 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高（経常収益）が、連結売上高（経常収益）の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しており

ます。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 同上 

  
損害保険事業
（百万円） 

生命保険事業
（百万円） 

計（百万円） 消去（百万円） 連結（百万円）

Ⅰ 経常収益及び経常損益 

経常収益 

(1）外部顧客に対する 

経常収益 
 361,037  43,156  404,193    (27,143)  377,050

(2）セグメント間の 

内部経常収益 
 918  △238  680    (680)  －

計  361,956  42,917  404,874    (27,823)  377,050

経常費用  352,979  43,001  395,980    (27,823)  368,156

経常利益又は 

経常損失(△) 
 8,977  △83  8,894  －  8,894

Ⅱ 資産・減価償却費・減損

損失及び資本的支出 

資産  935,965  206,648  1,142,613  (10,220)  1,132,392

減価償却費  2,120  18  2,138  －  2,138

減損損失  276  －  276  －  276

資本的支出  318  24  342  －  342

２．所在地別セグメント情報

３．海外売上高
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（単位：百万円） （単位：百万円）

繰延税金資産 

責任準備金等  44,797

有価証券評価損  36,555

支払備金  3,563

減価償却超過額  2,950

その他  5,285

繰延税金資産小計  93,152

評価性引当額  △8,285

繰延税金資産合計  84,866

  

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金  △2,243

退職給付信託設定益  △655

その他  △149

繰延税金負債合計  △3,048

繰延税金資産の純額  81,818

繰延税金資産 

責任準備金等  41,440

有価証券評価損  33,992

支払備金  5,729

減価償却超過額  2,977

その他  5,736

繰延税金資産小計  89,877

評価性引当額  △8,801

繰延税金資産合計  81,075

  

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金  △11,696

退職給付信託設定益  △593

その他  △154

繰延税金負債合計  △12,444

繰延税金資産の純額  68,631

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

（単位：％） （単位：％）

  

国内の法定実効税率  36.09

（調整） 

評価性引当額の増加額  △2.67

受取配当金等の益金不算入額  0.40

交際費等の損金不算入額  △0.32

住民税均等割等  △0.25

その他  △0.24

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
 33.01

国内の法定実効税率  36.09

（調整） 

評価性引当額の増加額  5.80

受取配当金等の益金不算入額  △2.66

住民税均等割等  2.49

交際費等の損金不算入額  2.05

その他  2.38

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
 46.15
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Ⅰ 前連結会計年度  

１. 売買目的有価証券（平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

２. 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年３月31日） 

３. その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日） 

（注）１ 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもののうち「その他」は投資信託受益証券（取得

原価92,604百万円、連結貸借対照表計上額88,245百万円、差額△4,358百万円）であります。  

２ その他有価証券で時価があるものについて86,829百万円減損処理を行っております。 

なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末の時価が取得原価に比べて30％以上

下落した銘柄すべてを対象としております。 

  

４. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  

（有価証券関係）

   種類 
連結貸借対照表

計上額 
（百万円） 

時価
（百万円） 

差額
（百万円） 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 
公社債  79,990  83,554  3,564

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 

公社債  13,739  13,299  △439

外国証券  31  31  －

小計  13,770  13,331  △439

合計  93,761  96,886  3,124

  種類 
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

公社債  164,743  167,632  2,888

株式  23,902  37,645  13,742

外国証券  6,893  7,211  317

小計  195,540  212,488  16,948

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

公社債  127,753  124,774  △2,978

株式  19,763  18,115  △1,648

外国証券  185,452  162,386  △23,065

その他  92,604  88,245  △4,358

小計  425,572  393,521  △32,051

合計  621,113  606,010  △15,102

 種類 
売却額

（百万円） 

  売却益の合計額

（百万円） 

売却損の合計額

（百万円） 

その他有価証券  532,837  7,699  8,348
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５. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成21年３月31日） 

(1）満期保有目的の債券 

 該当事項はありません。 

(2）その他有価証券 

  

  

６. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成21年３月31日） 

  

  

Ⅱ 当連結会計年度 

１. 売買目的有価証券（平成22年３月31日）  

 該当事項はありません。 

２. 満期保有目的の債券（平成22年３月31日） 

種類 連結貸借対照表計上額 

公社債 0百万円 

株式 3,256百万円 

外国証券 460百万円 

その他 4,164百万円 

 種類 
１年以内 

（百万円） 

１年超
５年以内 
（百万円） 

５年超
10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

国債  4,742  19,470  58,539  121,593

地方債  982  2,787  －  －

社債  19,945  92,199  65,876  －

外国証券  32,036  77,349  18,757  26,524

その他  －  12,839  2,234  1,038

合計  57,707  204,645  145,409  149,156

  
  種類 

連結貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 
公社債  77,456  79,861  2,405

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 
公社債  32,137  31,335  △802

合計  109,593  111,196  1,602
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３. その他有価証券（平成22年３月31日） 

（注）１ 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含まれておりませ

ん。 

２ 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもののうち「その他」は投資信託受益証券（連結貸 

借対照表計上額87,968百万円、取得原価67,780百万円、差額20,187百万円）であります。 

３ 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもののうち「その他」は投資信託受益証券（連結  

貸借対照表計上額8,925百万円、取得原価10,215百万円、差額△1,289百万円）であります。 

  

４. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  

５. 当連結会計年度中に減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、その他有価証券について828百万円（うち、株式828百万円）減損処理を行って

おります。なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末の時価が取得原価に比べて30％以上下

落した銘柄すべてを対象としております。 

  
  種類 

連結貸借対照表
計上額 

（百万円） 

取得原価
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

公社債  313,409  305,901  7,508

株式  42,687  28,292  14,395

外国証券  52,961  48,412  4,549

その他  87,968  67,780  20,187

小計  497,026  450,386  46,640

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

公社債  110,852  111,704  △852

株式  6,459  7,395  △936

外国証券  63,781  67,903  △4,122

その他  8,925  10,215  △1,289

小計  190,017  197,218  △7,200

合計  687,044  647,604  39,440

 種類 
売却額

（百万円） 

  売却益の合計額

（百万円） 
売却損の合計額
（百万円） 

公社債  78,031  717  56

株式  20,041  8,788  427

外国証券  60,529  1,314  8,743

その他  1,938 －  176

合計  160,541  10,820  9,404
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Ⅰ前連結会計年度（自 平成20月４月１日 至 平成21年３月31日） 

１. 運用目的の金銭の信託 

 該当事項はありません。 

２. 満期保有目的の金銭の信託 

 該当事項はありません。 

３. 運用目的、満期保有目的以外の金銭の信託 

 該当事項はありません。 

      （注）上記のほか取得原価をもって連結貸借対照表に計上している合同運用の金銭の信託が239百万円あります。

  

Ⅱ当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１. 運用目的の金銭の信託 

 該当事項はありません。 

２. 満期保有目的の金銭の信託 

 該当事項はありません。 

３. 運用目的、満期保有目的以外の金銭の信託 

 該当事項はありません。 

      （注）上記のほか取得原価をもって連結貸借対照表に計上している合同運用の金銭の信託が239百万円あります。

  

Ⅰ前連結会計年度 

１．取引の状況に関する事項（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

(1）取引の内容 

 提出会社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連取引では為替予約取引・通貨オプション取引、

株式関連取引では株価指数先物取引・株式指数オプション取引、そして債券関連取引では債券先物取引・

海外証券先物取引であります。 

(2）取引に対する取組方針 

 提出会社では、保有する資産残高の一定の範囲内において、デリバティブ取引を利用することを基本取

組方針としております。 

(3）取引の利用目的 

 提出会社では、保有資産に係る為替・金利・株式等の価格変動のリスクをヘッジすることを主な目的と

して、デリバティブ取引を利用しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 提出会社が利用しているデリバティブ取引には、為替・金利・株価等の変動による市場リスクや契約先

の倒産等による信用リスクを有しております。しかし、提出会社がデリバティブ取引を利用する主な目的

は保有資産に係る市場リスクをヘッジするためであり、デリバティブ取引は当該市場リスクを効果的に減

殺しております。また、取引の相手方は信用度の高い金融機関に限定しており、契約不履行に係る信用リ

スクはほとんどないと認識しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 提出会社のデリバティブの利用については、提出会社の内規である「投融資リスク管理基準」に基づ

き、信用リスク・価格変動リスク・金利リスク・為替リスク等、総合的なリスク管理を行っております。

 組織面においては、取引の約定を行う運用実行部門（フロントオフィス）と取引の照合・事務処理等を

行う事務管理担当部門（バックオフィス）を分離し、さらに運用部門から独立した統合リスク管理部門

（ミドルオフィス）を設けることで相互牽制機能をもたせております。 

 取引にあたっては、運用実行部門が年度運用計画に基づき、投資環境分析・リスク分析を行ったうえ

で、個々の取引案を作成し、 終意思決定は「投融資決裁権限規程」に基づいて行っております。 

 取引の内容、含み損益等については運用実行部門から定期的に担当執行役に報告しております。さらに

統合リスク管理部門ではリスク計測を行い、毎月取締役会等に報告しております。 

（金銭の信託関係）

（デリバティブ取引関係）
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(6）「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等 

 「取引の時価等に関する事項」の表における「契約額等」はデリバティブ取引における契約額または

想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量や信用リスク量を示すものでは

ありません。 

（注） 連結子会社のうち、デリバティブ取引を行っている会社はありません。 

  

２．取引の時価等に関する事項（平成21年3月31日） 

(1）通貨関連 

(注）1 上記記載以外の通貨関連のデリバティブ取引は、該当がないため記載を省略しております。 

2 為替予約取引に係る時価の算定方法は、連結会計年度末の先物為替相場を使用しております。 

3 通貨オプション取引に係る時価の算定方法は、取引先の金融機関から提示された価格を使用しております。 

4 通貨オプション取引については、契約額の下に（）で契約時のオプション料を示しております。 

区分 種類 
契約額等 
(百万円) 

うち
１年超 
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

  為替予約取引  

  売建  

  米ドル  2,547  －  2,568  △20

  豪ドル  －  －  －  －

  通貨オプション取引  

  売建  

市

場

取

引

以

外

の

取

引 

コール  

米ドル 
 

(70)

11,006  

(－)

－
75 △4

ユーロ 
 

(143)

15,337  

(－)

－
154 △10

英ポンド 
 

(63)

6,075  

(－)

－
66 △3

豪ドル 
 

(73)

10,684  

(－)

－
77 △3

加ドル 
 

(77)

9,390  

(－)

－
84 △6

買建  

プット  

米ドル 
 

(70)

9,135  

(－)

－
63 △6

ユーロ 
 

(143)

12,815  

(－)

－
128 △14

  英ポンド 
 

(63)

5,000  

(－)

－
57 △5

  豪ドル 
 

(115)

14,540  

(－)

－
95 △19

  加ドル 
 

(77)

7,480  

(－)

－
68 △9

合計  ──  ── ──   △105
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(2）株式関連 

(注）1 上記記載以外の株式関連のデリバティブ取引は、該当がないため記載を省略しております。 

2 株式指数オプション取引に係る時価の算定方法は、取引先の金融機関から提示された価格を使用してお

ります。 

3 株式指数オプション取引については、契約額の下に（）で契約時のオプション料を示しております。 

  

(3）債券関連 

 該当事項はありません。 

(4）その他のデリバティブ取引 

 該当事項はありません。 

Ⅱ当連結会計年度（平成22年３月31日） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  

(1）通貨関連 

(注）1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっております。  

2 契約額等の下に()で契約時のオプション料を示しております。 

  

区分 種類 
契約額等 
(百万円) 

うち
１年超 
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

市

場

取

引

以

外

の

取

引 

株式指数オプション

取引 
 

 売建  

 コール 
 

(1,246)

52,042  

(－)

－
 2,273  △1,027

 プット 
 

(641)

54,880  

(－)

－
 630  10

買建 
   

 

 コール 
 

(243)

16,600  

(－)

－
 42  △200

 プット 
 

(2,310)

65,680  

(－)

－
 1,524  △785

合計 ──   ── ──   △2,003

区分 種類 
契約額等
(百万円) 

  
時価

(百万円) 
評価損益
(百万円) うち１年超

(百万円) 

   
市場取引 
以外の取

引 

通貨オプション取引  

売建  

コール  

米ドル 
 

(0)

2,944  

(－)

－
  0   0

買建  

プット  

米ドル 
 

(0)

2,550  

(－)

－
 0  △0

合計  ── ── ──  △0
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(2）株式関連 

(注）1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっております。  

2 契約額等の下に()で契約時のオプション料を示しております。 

  

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

  該当事項はありません。                                       

区分 種類 
契約額等
(百万円) 

   
時価

(百万円) 
評価損益
(百万円) うち１年超

(百万円) 

市場取引 

以外の取

引 

株価指数オプション

取引 
 

買建    

 プット 
 

(197)

15,300  

(－)

－
 32  △164

合計 ──  ── ──  △164
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（退職給付関係）

前連結会計年度 当連結会計年度 

１. 採用している退職給付制度の概要 

 提出会社は確定給付型の制度として、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けております。 

 また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場

合があります。 

 なお、提出会社は退職給付信託を設定しております。

 国内連結子会社は確定給付型の制度として、適格退職

年金制度を設けております。 

１. 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２. 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在) ２. 退職給付債務に関する事項(平成22年３月31日現在) 

（単位：百万円） （単位：百万円）

イ．退職給付債務  △19,492

ロ．年金資産  13,454

ハ．退職給付信託  10,401

ニ．未積立退職給付債務 

（イ＋ロ＋ハ） 
 4,363

ホ．未認識数理計算上の差異  6,663

ヘ．未認識過去勤務債務  △1,215

ト．連結貸借対照表計上額純額 

（ニ＋ホ＋ヘ） 
 9,811

チ．前払年金費用  10,052

リ．退職給付引当金（ト－チ）  △241

イ．退職給付債務  △18,518

ロ．年金資産  15,347

ハ．退職給付信託  11,229

ニ．未積立退職給付債務 

（イ＋ロ＋ハ） 
 8,058

ホ．未認識数理計算上の差異  3,028

ヘ．未認識過去勤務債務  △911

ト．連結貸借対照表計上額純額 

（ニ＋ホ＋ヘ） 
 10,175

チ．前払年金費用  10,415

リ．退職給付引当金（ト－チ）  △240

 （注） 国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り簡便法を採用しております。 

同左 

３. 退職給付費用に関する事項 

（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

３. 退職給付費用に関する事項 

（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（単位：百万円） （単位：百万円）

イ．勤務費用  1,574

ロ．利息費用  403

ハ．期待運用収益  △285

ニ．数理計算上の差異の費用処理額  194

ホ．過去勤務債務の費用処理額  △303

ヘ．退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 
 1,583

イ．勤務費用  1,524

ロ．利息費用  385

ハ．期待運用収益  △239

ニ．数理計算上の差異の費用処理額  879

ホ．過去勤務債務の費用処理額  △303

ヘ．退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 
 2,246

 （注） 簡便法を採用している国内連結子会社の退職給

付費用は、「イ．勤務費用」に含めて記載して

おります。 

同左 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 ポイント基準

ロ．割引率 ％2.0

ハ．期待運用収益率  

適格年金資産に関するもの ％1.7

退職給付信託に関するもの ％0.0

ニ．過去勤務債務の処理年数 10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法によっております。） 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により、翌連結会計年度から

費用処理することとしております。） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 同左

ロ．割引率 同左

ハ．期待運用収益率  

適格年金資産に関するもの ％1.8

退職給付信託に関するもの 同左

ニ．過去勤務債務の処理年数 同左

  

  
 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 同左
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 （注）１ 前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり純損失であるため記

載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円85.89

１株当たり当期純損失金額（△） 円△129.61

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額 
円－

１株当たり純資産額 円157.66

１株当たり当期純利益金額 円8.61

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額 
円8.60

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額 
  

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △59,623  4,783

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失（△）（百万円） 
 △59,623  4,783

普通株式の期中平均株式数（千株）  459,990  555,462

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  －  576

（うち新株予約権（千株）） （－） （576）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

新株予約権 ６種類 

（新株予約権の数 10,220個） 

新株予約権 ３種類 

（新株予約権の数  4,400個） 

  
前連結会計年度末

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  47,076  110,871

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 539  584

（うち新株予約権（百万円）） （539） (584) 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  46,536  110,286

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株） 
 541,754  699,480
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該当事項はありません。 

  

  

（開示の省略）  

 リース取引、関連当事者との取引、金融商品、ストック・オプション等、賃貸等不動産に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略致します。  

  

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金及び預貯金 79,862 51,400

現金 96 33

預貯金 79,766 51,366

コールローン － 10,000

有価証券 556,936 628,602

国債 54,337 167,853

地方債 56 10

社債 171,763 183,471

株式 67,427 58,592

外国証券 171,025 118,744

その他の証券 92,326 99,929

貸付金 58,187 51,813

保険約款貸付 7,162 6,572

一般貸付 51,024 45,241

有形固定資産 50,491 42,705

土地 25,675 20,419

建物（純額） 21,318 19,074

リース資産（純額） 1,264 1,319

その他の有形固定資産（純額） 2,232 1,891

無形固定資産 269 267

その他資産 87,347 85,043

未収保険料 9,972 10,410

代理店貸 2,306 2,487

共同保険貸 145 223

再保険貸 12,096 12,333

外国再保険貸 1,960 1,648

未収金 3,641 529

未収収益 2,131 1,314

預託金 2,889 3,445

地震保険預託金 32,371 34,239

仮払金 7,596 7,763

金融派生商品 1,981 32

前払年金費用 10,052 10,415

その他の資産 199 199

繰延税金資産 81,474 68,229

貸倒引当金 △1,773 △4,847

投資損失引当金 △51 △60

資産の部合計 912,744 933,155

              

富士火災海上保険㈱ (8763) 平成22年3月期決算短信

33



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

保険契約準備金 826,698 787,104

支払備金 96,817 99,821

責任準備金 729,881 687,282

その他負債 35,915 33,815

共同保険借 228 237

再保険借 6,708 6,660

外国再保険借 357 328

借入金 6,000 7,500

未払法人税等 836 1,170

預り金 793 711

前受収益 137 126

未払金 11,217 10,893

仮受金 4,908 4,776

金融派生商品 3,382 0

リース債務 1,344 1,409

退職給付引当金 228 232

役員退職慰労引当金 133 90

賞与引当金 204 173

特別法上の準備金 448 378

価格変動準備金 448 378

再評価に係る繰延税金負債 3,976 2,408

負債の部合計 867,604 824,203

純資産の部   

株主資本   

資本金 49,231 55,981

資本剰余金   

資本準備金 38,929 45,679

資本剰余金合計 38,929 45,679

利益剰余金   

利益準備金 10,301 10,301

その他利益剰余金 △25,325 △17,500

特別準備金 17,650 17,650

配当引当準備金 4,400 4,400

特別危険準備金 22,350 22,350

圧縮積立金 243 236

繰越利益剰余金 △69,969 △62,137

利益剰余金合計 △15,023 △7,198

自己株式 △412 △204

株主資本合計 72,725 94,257

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,992 26,018

土地再評価差額金 △9,132 △11,908

評価・換算差額等合計 △28,124 14,109

新株予約権 539 584

純資産の部合計 45,140 108,951

負債及び純資産の部合計 912,744 933,155
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

経常収益 360,796 361,533

保険引受収益 339,952 340,948

正味収入保険料 284,835 270,837

収入積立保険料 21,523 18,382

積立保険料等運用益 9,728 9,114

責任準備金戻入額 23,843 42,598

その他保険引受収益 21 14

資産運用収益 19,643 19,447

利息及び配当金収入 22,265 16,053

有価証券売却益 7,056 10,385

有価証券償還益 － 10

その他運用収益 49 2,112

積立保険料等運用益振替 △9,728 △9,114

その他経常収益 1,201 1,137

経常費用 452,447 352,470

保険引受費用 284,503 277,297

正味支払保険金 162,760 160,937

損害調査費 15,849 13,993

諸手数料及び集金費 52,286 49,053

満期返戻金 52,311 50,053

契約者配当金 23 12

支払備金繰入額 1,001 3,004

為替差損 92 65

その他保険引受費用 178 177

資産運用費用 107,992 21,112

有価証券売却損 8,339 9,340

有価証券評価損 90,348 913

有価証券償還損 － 1,976

金融派生商品費用 9,125 5,787

為替差損 124 11

その他運用費用 54 3,082

営業費及び一般管理費 57,608 50,079

その他経常費用 2,342 3,980

支払利息 49 179

貸倒引当金繰入額 364 3,177

貸倒損失 1,212 364

投資損失引当金繰入額 6 9

その他の経常費用 709 249

経常利益又は経常損失（△） △91,650 9,062
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益 3,184 430

固定資産処分益 792 360

特別法上の準備金戻入額 2,392 69

価格変動準備金戻入額 2,392 69

特別損失 407 400

固定資産処分損 270 124

減損損失 136 276

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △88,872 9,092

法人税及び住民税 332 1,230

過年度法人税等 － 585

法人税等調整額 △30,227 2,185

法人税等合計 △29,894 4,001

当期純利益又は当期純損失（△） △58,977 5,090
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 41,334 49,231

当期変動額   

新株の発行 7,897 6,749

当期変動額合計 7,897 6,749

当期末残高 49,231 55,981

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 31,032 38,929

当期変動額   

新株の発行 7,897 6,749

当期変動額合計 7,897 6,749

当期末残高 38,929 45,679

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 10,301 10,301

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,301 10,301

その他利益剰余金   

特別準備金   

前期末残高 17,650 17,650

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,650 17,650

配当引当準備金   

前期末残高 4,400 4,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,400 4,400

特別危険準備金   

前期末残高 22,350 22,350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 22,350 22,350

圧縮積立金   

前期末残高 250 243

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △6 △6

当期変動額合計 △6 △6

当期末残高 243 236
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,763 △69,969

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 6 6

剰余金の配当 △3,611 －

当期純利益又は当期純損失（△） △58,977 5,090

自己株式の処分 △0 △42

自己株式の消却 △12,645 －

土地再評価差額金の取崩 494 2,776

当期変動額合計 △74,732 7,831

当期末残高 △69,969 △62,137

自己株式   

前期末残高 △13,050 △412

当期変動額   

自己株式の取得 △54 △2

自己株式の処分 47 210

自己株式の消却 12,645 －

当期変動額合計 12,637 207

当期末残高 △412 △204

株主資本合計   

前期末残高 119,031 72,725

当期変動額   

新株の発行 15,795 13,499

剰余金の配当 △3,611 －

当期純利益又は当期純損失（△） △58,977 5,090

自己株式の取得 △54 △2

自己株式の処分 46 167

土地再評価差額金の取崩 494 2,776

当期変動額合計 △46,306 21,532

当期末残高 72,725 94,257

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 521 △18,992

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,513 45,010

当期変動額合計 △19,513 45,010

当期末残高 △18,992 26,018

土地再評価差額金   

前期末残高 △8,637 △9,132

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △494 △2,776

当期変動額合計 △494 △2,776

当期末残高 △9,132 △11,908
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 320 539

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 219 44

当期変動額合計 219 44

当期末残高 539 584

純資産合計   

前期末残高 111,236 45,140

当期変動額   

新株の発行 15,795 13,499

剰余金の配当 △3,611 －

当期純利益又は当期純損失（△） △58,977 5,090

自己株式の取得 △54 △2

自己株式の処分 46 167

土地再評価差額金の取崩 494 2,776

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,789 42,279

当期変動額合計 △66,095 63,811

当期末残高 45,140 108,951
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該当事項はありません。  

   

（１）連結ベース補足資料 

平成22年３月期 損益状況の対前期比較 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他

  連 結 

         （単位：百万円）

区分 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

比較増減 増減率
（％）  

 保険引受収益  353,687  352,556  △1,131  △0.3

経 （うち正味収入保険料） (284,713) (270,565)  (△14,148)  (△5.0)

 （うち収入積立保険料） (21,523) (18,382)  (△3,141)  (△14.6)

 （うち生命保険料） (32,818) (38,659)  (5,841)  (17.8)
 保険引受費用  295,870  287,509  △8,361  △2.8

 （うち正味支払保険金） (163,037) (161,100)  (△1,936)  (△1.2)

常 （うち損害調査費） (15,891) (14,011)  (△1,880)  (△11.8)

 （うち諸手数料及び集金費） (54,887) (52,578)  (△2,308)  (△4.2)

 （うち満期返戻金） (52,311) (50,053)  (△2,258)  (△4.3)

 （うち生命保険金等） (7,666) (5,958)  (△1,707)  (△22.3)

 資産運用収益  22,937  23,903  966  4.2
損 （うち利息及び配当金収入） (24,902) (20,073)  (△4,829)  (△19.4)

 （うち有価証券売却益） (7,699) (10,820)  (3,120)  (40.5)
 資産運用費用  108,316  21,178  △87,138  △80.4

 （うち有価証券売却損） (8,348) (9,404)  (1,056)  (12.7)
 （うち有価証券評価損） (90,662) (913)  (△89,748)  (△99.0)

 （うち金融派生商品費用） (9,125) (5,787)  (△3,337)  (△36.6)

益 営業費及び一般管理費  62,564  55,486  △7,077  △11.3

 その他経常損益  △1,655  △3,391  △1,736 － 

 経常利益又は経常損失（△）  △91,782  8,894  100,676 － 
特 
別 
損 
益 

特別利益  3,190  389  △2,801  △87.8
特別損失  408  400  △7  △2.0

特別損益  2,782  △11  △2,793  △100.4

税金等調整前当期純利益又は 

税金等調整前当期純損失（△） 
 △89,000  8,882  97,882 － 

法人税及び住民税等  1,040  1,348  308  29.6
過年度法人税等 －  585  585 － 

法人税等調整額  △30,417  2,165  32,583 － 

法人税等合計  △29,377  4,099  33,476 － 
当期純利益又は当期純損失（△）  △59,623  4,783  64,406 － 
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種目別保険料・保険金 

元受正味保険料（含む収入積立保険料） 

  

正味収入保険料 

  

正味支払保険金 

（注）諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額であります。 

  

  連 結 

区分 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

構成比
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

金 額
（百万円） 

構成比 
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

        

火災  71,720  21.7  6.0  69,791  22.3  △2.7

海上  1,865  0.6  △5.9  1,434  0.5  △23.1

傷害  47,075  14.3  △13.3  43,413  13.9  △7.8

自動車  157,967  47.9  △2.5  152,092  48.7  △3.7

自動車損害賠償責任  34,564  10.5  △18.4  29,963  9.6  △13.3

その他  16,470  5.0  △1.9  15,479  5.0  △6.0

合計  329,664  100.0  △4.5  312,175  100.0  △5.3

（うち収入積立保険料）  (21,523)  (6.5)  (△27.4)  (18,382)  (5.9)  (△14.6)

区分 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

構成比
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

金 額
（百万円） 

構成比 
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

        

火災  50,366  17.7  9.3  48,999  18.1  △2.7

海上  1,946  0.7  △5.6  1,532  0.6  △21.3

傷害  28,572  10.0  △2.5  27,022  10.0  △5.4

自動車  156,756  55.0  △2.6  150,863  55.7  △3.8

自動車損害賠償責任  32,445  11.4  △21.3  28,589  10.5  △11.9

その他  14,724  5.2  1.2  13,829  5.1  △6.1

合計  284,812  100.0  △3.2  270,836  100.0  △4.9

区分 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

構成比
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

金 額
（百万円） 

構成比 
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

        

火災  15,668  9.6  △0.4  16,395  10.2  4.6

海上  800  0.5  △13.8  875  0.6  9.3

傷害  11,948  7.3  △5.9  12,605  7.8  5.5

自動車  96,944  59.5  0.3  95,300  59.1  △1.7

自動車損害賠償責任  28,558  17.5  △2.1  27,371  17.0  △4.2

その他  9,144  5.6  △2.2  8,609  5.3  △5.8

合計  163,064  100.0  △0.9  161,158  100.0  △1.2
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リスク管理債権情報（連結） 

（注）各債権の意義は次のとおりです。 

(1）破綻先債権 

 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること、その他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（以下「未収利息不計上貸付金」

という）のうち、法人税法施行令に定める一定の事由が生じているものです。 

(2）延滞債権 

 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的

として利息の支払を猶予したもの以外のものです。 

(3）３ヵ月以上延滞債権 

 ３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸付金で破綻

先債権及び延滞債権に該当しないものです。 

(4）貸付条件緩和債権 

 貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び３

ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。 

  

    （単位：百万円）

  
前連結会計年度

（平成21年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日現在） 

破綻先債権額  609  110

延滞債権額  511  1,936

３ヵ月以上延滞債権額  －  －

貸付条件緩和債権額  260  4,189

合計  1,382  6,235

貸付金残高に対する比率 ％ 2.1 ％ 10.1

（参考）貸付金残高  67,311  62,008
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（２）単体ベース補足資料 

平成22年３月期 損益状況の対前期比較 

（注）１．保険引受利益又は損失(△)＝保険引受収益－（保険引受費用＋保険引受に係る営業費及び一般管理費） 

±その他収支 

なお、その他収支は自動車損害賠償責任保険等に係る法人税相当額などであります。 

２．正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）／正味収入保険料×100 

３．正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）／正味収入保険料×100 

４．「運用資産利回り」、「資産運用利回り」及び「時価総合利回り」の計算方法は次ページに記載したとおりで

あります。 

  

  単 体 

         （単位：百万円）

区分  
第92期

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日）

第93期
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

比較増減 増減率
（％）  

 元受正味保険料（含む収入積立保険料）  329,345  311,984  △17,361  △5.3
 （元受正味保険料）  (307,822)  (293,601)  (△14,220)  (△4.6)

 保険引受収益  339,952  340,948  996  0.3
 （うち正味収入保険料）  (284,835)  (270,837)  (△13,998)  (△4.9)

経 （うち収入積立保険料）  (21,523)  (18,382)  (△3,141)  (△14.6)
 保険引受費用  284,503  277,297  △7,205  △2.5
 （うち正味支払保険金）  (162,760)  (160,937)  (△1,822)  (△1.1)
 （うち損害調査費）  (15,849)  (13,993)  (△1,855)  (△11.7)
 （うち諸手数料及び集金費）  (52,286)  (49,053)  (△3,232)  (△6.2)

常 （うち満期返戻金）  (52,311)  (50,053)  (△2,258)  (△4.3)

 資産運用収益  19,643  19,447  △195  △1.0
 （うち利息及び配当金収入）  (22,265)  (16,053)  (△6,212)  (△27.9)
 （うち有価証券売却益）  (7,056)  (10,385)  (3,328)  (47.2)
 資産運用費用  107,992  21,112  △86,879  △80.4

損 （うち有価証券売却損）  (8,339)  (9,340)  (1,000)  (12.0)
 （うち有価証券評価損）  (90,348)  (913)  (△89,434)  (△99.0)
 （うち金融派生商品費用）   (9,125)  (5,787)  (△3,337)  (△36.6)

 営業費及び一般管理費  57,608  50,079  △7,528  △13.1
 （保険引受に係る営業費及び一般管理費）  (55,740)  (48,245)  (△7,494)  (△13.4)

 その他経常損益  △1,141  △2,842  △1,701 － 

益 経常利益又は経常損失（△）  △91,650  9,062  100,712  －
 （保険引受利益又は損失（△））  (△857)  (15,100)  (15,958) (－) 

特 
別 
損 
益 

特別利益  3,184  430  △2,754  △86.5
特別損失  407  400  △6  △1.7

特別損益  2,777  29  △2,747  △98.9

税引前当期純利益又は 

税引前当期純損失（△） 
 △88,872  9,092  97,964  －

法人税及び住民税  332  1,230  898  270.5
過年度法人税等 －  585  585 － 
法人税等調整額  △30,227  2,185  32,412  －
法人税等合計  △29,894  4,001  33,896 － 
当期純利益又は当期純損失（△）  △58,977  5,090  64,068  －

諸
比
率 

正味損害率 ％62.7 ％64.6 － － 
正味事業費率  37.9  35.9 － － 

運用資産利回り（インカム利回り） ％2.61 ％2.09 － － 
資産運用利回り（実現利回り）  △9.32  1.00 － － 

（参考）時価総合利回り  △11.22  8.49 － － 
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＜利回りの計算方法＞ 

  

１．運用資産利回り（インカム利回り） 

 資産運用に係る成果を、インカム収入（利息及び配当金収入）の観点から示す指標。 

 分子は運用資産に係る利息及び配当金収入、分母は取得原価をベースとした利回り。 

・分子＝利息及び配当金収入（金銭の信託運用益(損)中の利息及び配当金収入に相当する額を含む。） 

・分母＝取得原価又は償却原価による平均残高 

  

２．資産運用利回り（実現利回り） 

 資産運用に係る成果を、当期の期間損益（損益計算書）への寄与の観点から示す指標。分子は実現損益、分母は

取得原価をベースとした利回り。 

・分子＝資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用 

・分母＝取得原価又は償却原価による平均残高 

  

３．時価総合利回り（参考開示） 

 時価ベースでの運用効率を示す指標。分子は実現損益に加えて時価評価差額の増減を反映させ、分母は時価をベ

ースとした利回り。 

・分子＝（資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用） 

＋（当期末評価差額*－前期末評価差額*）＋繰延ヘッジ損益増減 

・分母＝取得原価又は償却原価による平均残高＋その他有価証券に係る前期末評価差額* 

＋売買目的有価証券に係る前期末評価損益 

 ＊ 税効果控除前の金額による。 
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種目別保険料・保険金 

元受正味保険料（除く収入積立保険料） 

  

正味収入保険料 

  

正味支払保険金 

（注）正味損害率は正味支払保険金に損害調査費を加えて算出しております。 

  

  単 体 

区 分 

第92期
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

第93期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

構成比
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

金 額
（百万円） 

構成比 
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

             

火災  62,068  20.2  8.7  61,199  20.8  △1.4

海上  1,809  0.6  △6.1  1,391  0.5  △23.1

傷害  35,243  11.4  △0.2  33,655  11.5  △4.5

自動車  157,967  51.3   △2.5  152,092  51.8  △3.7

自動車損害賠償責任  34,564  11.2  △18.4  29,963  10.2  △13.3

その他  16,169  5.3  △1.3  15,299  5.2  △5.4

合計  307,822  100.0  △2.3  293,601  100.0  △4.6

（収入積立保険料）  (21,523)  (7.0)  (△27.4)  (18,382)  (6.3)  (△14.6)

区 分 

第92期
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

第93期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

構成比
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

金 額
（百万円） 

構成比 
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

        

火災  50,369  17.7  9.4  48,998  18.1  △2.7

海上  1,921  0.7  △6.0  1,537  0.6  △20.0

傷害  28,572  10.0  △2.5  27,022  10.0  △5.4

自動車  156,757  55.0  △2.6  150,862  55.7  △3.8

自動車損害賠償責任  32,445  11.4  △21.3  28,589  10.5  △11.9

その他  14,770  5.2  1.7  13,827  5.1  △6.4

合計  284,835  100.0  △3.1  270,837  100.0  △4.9

区 分 

第92期
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

第93期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

対前年増減
（△）率（％）

正味
損害率（％） 

金 額
（百万円） 

対前年増減 
（△）率（％） 

正味
損害率（％）

        

火災  15,522  0.5  32.9  16,334  5.2  35.2

海上  794  △9.3  44.7  823  3.7  57.0

傷害  11,948  △5.9  47.3  12,605  5.5  51.4

自動車  96,937  0.4  68.4  95,289  △1.7  69.1

自動車損害賠償責任  28,558  △2.1  94.4  27,371  △4.2  102.8

その他  8,999  △3.4  66.6  8,512  △5.4  66.6

合計  162,760  △0.8  62.7  160,937  △1.1  64.6
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ソルベンシー・マージン比率（単体） 

 （注） 上記の金額及び数値は、保険業法施行規則第86条及び第87条並びに平成８年大蔵省告示第50号の規定に基づい

て算出しております。 

  

＜ソルベンシー・マージン比率＞ 

・損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てておりま

すが、巨大災害の発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合

でも、十分な支払能力を保持しておく必要があります。 

・こうした「通常の予測を超える危険」を示す「リスクの合計額」（上表の(B)）に対する「損害保険会社が保有してい

る資本金・準備金等の支払余力」（すなわちソルベンシー・マージン総額：上表の(A)）の割合を示す指標として、保

険業法等に基づき計算されたのが、「ソルベンシー・マージン比率」（上表の(C)）であります。 

・「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額であります。 

・「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」（ソルベンシー・マージン総額）とは、損害保険会社の

純資産（社外流出予定額等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、土地の含み損益等の総額であ

ります。 

・ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に活用する客観的な判断指標のひとつであります

が、その数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされております。 

  

  単 体 

  （単位：百万円）

   
前事業年度

（平成21年３月31日） 
当事業年度

（平成22年３月31日） 

(A）ソルベンシー・マージン総額  186,713  245,213

  資本金又は基金等  73,265  94,842

  価格変動準備金  448  378

  危険準備金  56  56

  異常危険準備金  130,331  120,558

  一般貸倒引当金  712  2,270

  その他有価証券の評価差額（税効果控除前）  △17,644  33,171

  土地の含み損益  △6,554  △13,654

  払戻積立金超過額 ― ― 

  負債性資本調達手段等  6,000  7,500

  控除項目 ― ― 

  その他  99  91

(B）リスクの合計額     

 
 73,855  81,457

  一般保険リスク（Ｒ1）  16,184  16,115

  第三分野保険の保険リスク（Ｒ2） ― ― 

  予定利率リスク（Ｒ3）  1,399  1,349

  資産運用リスク（Ｒ4）  25,311  27,515

  経営管理リスク（Ｒ5）  2,490  2,719

  巨大災害リスク（Ｒ6）  40,132  45,678

(C）ソルベンシー・マージン比率 ％ ％ 

［(A)／｛(B)×１／２｝］×100  505.6  602.0

①保険引受上の危険 

（一般保険リスク） 

（第三分野保険の保険リスク） 

：保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害

に係る危険を除く。） 

②予定利率上の危険 

（予定利率リスク） 

：実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得

る危険 

③資産運用上の危険 

（資産運用リスク） 

：保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生

し得る危険等 

④経営管理上の危険 

（経営管理リスク） 

：業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①～③及び⑤以外のもの 

⑤巨大災害に係る危険 

（巨大災害リスク） 

：通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る

危険 
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－参考資料－ 

当事業年度末（平成22年３月31日）における 

証券化商品等の状況 

  

〔投融資状況〕 

  

その他 

 当社では、米国サブプライムローン関連商品への直接投資はありません。 

 ファンド・オブ・ファンズの中のファンドにおけるサブプライムローン関連商品への投資額は2010年３月末基準で237

百万円です。 

以上

  単 体 

  （単位：百万円）

    

簿価 含み損益

実現損益
（売却損益・減損等） 

      
減損

（引当） 

証券化商品等全体  3,535  －  △639  △639

 サブプライム関連商品全体  －  －  －  －

  ＣＤＯ  －  －  －  －

  ＲＭＢＳ  －  －  －  －

  その他  －  －  －  －

 
サブプライム関連を除く（Ａｌｔ－Ａを含む）ＣＬＯ、

ＣＤＯ 
 －  －  －  －

 サブプライム関連を除く（Ａｌｔ－Ａを含む）ＲＭＢＳ  －  －  －  －

  ＧＳＥ、住宅金融支援機構  －  －  －  －

 サブプライム関連を除く（Ａｌｔ－Ａを含む）ＣＭＢＳ  －  －  －  －

 レバレッジドローン  3,535  －  △639  △639

 ＣＤＯ等へ投資を行うＳＩＶ  －  －  －  －
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（単位：億円）
2009年3月期 2009年9月中間期

前年度比 当中間期比
①正味収入保険料 2,848 1,367 2,708 △ 139 －
　　　（増　収　率） (△3.1%) (△6.4%) (△4.9%) (△1.8%) (1.5%)
②総　資　産 9,127 9,244 9,331 204 87
③損　害　率 62.7% 63.2% 64.6% 1.9% 1.4%
④事 業 費 率 37.9% 36.2% 35.9% △ 2.0% △ 0.3%
⑤ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･ﾚｼｵ 100.6% 99.4% 100.5% △ 0.1% 1.1%
　収 支 残 率 △ 0.6% 0.6% △ 0.5% 0.1% △ 1.1%
⑥自　動　車
　　・正味収入保険料 1,567 761 1,508 △ 58 －
　　　　（増収率） (△2.6%) (△3.8%) (△3.8%) (△1.2%) (0.0%)
　　・収 支 残 率 △ 2.4% △ 0.1% △ 1.5% 0.9% △ 1.4%
　　・損　害　率 68.4% 67.4% 69.1% 0.7% 1.7%
　　・事 業 費 率 34.0% 32.7% 32.4% △ 1.6% △ 0.3%
⑦火　　災
　　・正味収入保険料 503 231 489 △ 13 －
　　　　（増収率） (9.4%) (△4.9%) (△2.7%) (△12.1%) (2.2%)
　　・収 支 残 率 19.2% 18.0% 17.8% △ 1.4% △ 0.2%
　　・損　害　率 32.9% 35.1% 35.2% 2.3% 0.1%
　　・事 業 費 率 47.9% 47.0% 46.9% △ 1.0% △ 0.1%
⑧従 業 員 数 6,825人 6,424人 5,997人 △828人 △427人
⑨代 理 店 数 22,735店 22,028店 21,891店 △844店 △137店

（注）　１．損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷ 正味収入保険料 × 100

　　　　２．事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費)÷正味収入保険料×100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　３．コンバインド・レシオ ＝ 損害率 ＋ 事業費率

　　　　４．収支残率 ＝ 100 － コンバインド・レシオ

　　　　５．前年度比、当中間期比の内、％表示のある項目は、それぞれの前年度、当中間期との差額を記入しております。

<参考>連結指標 （単位：億円）
2009年3月期 2009年9月中間期

前年度比 当中間期比
①経常収益 3,773 1,845 3,770 △ 2 －
②正味収入保険料 2,847 1,365 2,705 △ 141 －
　　　（増　収　率） (△3.2%) (△6.5%) (△5.0%) (△1.8%) (1.5%)
③生命保険料 328 174 386 58 －
　　　（増　収　率） (11.9%) (3.9%) (17.8%) (5.9%) (13.9%)
④経常利益 △ 917 56 88 1,006 －
⑤当期純利益 △ 596 34 47 644 －

2010年3月期決算の補足資料

2010年3月期

2010年3月期

 単体

補足 1 富士火災海上保険株式会社



① 不良債権の開示
【リスク管理債権】 （単位：億円）

2009年3月期 2009年9月中間期 2010年3月期
破　綻　先　債　権 6 4 1
延　 滞 　債 　権 5 43 19

３ヶ月以上延滞債権 － － －
貸付条件緩和債権 2 1 41
合      計     額 13 48 62

（貸付金残高に対する比率） (2.4%) (8.9%) (12.0%)

（参考）貸付金残高 581 546 518

【自己査定結果】 （単位：億円）
2009年3月期 2009年9月中間期 2010年3月期

非　　 分　　 類 8,947 9,067 9,209
Ⅱ　　 分　　 類 168 126 95
Ⅲ　　 分　　 類 7 46 23
Ⅳ　　 分　　 類 911 8 12

（Ⅱ～Ⅳ分類 計） (1,087) (181) (131)
合　　　　　 計 10,035 9,248 9,340

② 減損処理による有価証券の評価損
（単位：億円）

2009年3月期 2009年9月中間期 2010年3月期
公　　社　　債 25 － －
株　　　　　式 92 4 9

外　国　証　券 135 － －
そ　　の　　他 649 0 －
合　　　　　計 903 4 9

・適用した減損処理ルール

③ 米国サブプライムローン問題に関連する証券化商品などの損失発生状況

時価のある有価証券については、期末時価が帳簿価額に比べて３０％以上下落した銘
柄をすべて減損処理しております｡

米国サブプライムローン問題に関連する証券化商品による損失は発生しておりません。

 単体

補足 2 富士火災海上保険株式会社



④ 固定資産の減損処理

土　　　　　地
建　　　　　物
そ　　の　　他
合　　　　　計

⑤ 有価証券の含み損益

公　　社　　債
株　　　　　式

外　国　証　券
そ　　の　　他
合　　　　　計

（注）　その他有価証券の取得価額と貸借対照表計上額との差額に、満期保有目的の債券の貸借対照表計上額と

　　　　時価との差額を加えて算出しております。

⑥ 第３分野商品の販売状況

契約件数

⑦ 自然災害の影響
（単位：億円）

元受保険金
正味保険金

　　　未払保険金　※
（注）　当年度中に発生した自然災害にかかる支払保険金・未払保険金を記載しております。

　　　  ※未払保険金＝支払備金と回収支払備金のネット

⑧ 異常危険準備金の残高・積立率・繰入額

種　　　　　目 残高 積立率 繰入額 残高 積立率 繰入額 残高 積立率 繰入額
火  災  保  険 464 95.0% 23 475 106.0% 10 487 102.9% 23
海　上  保  険 16 86.0% 0 16 110.0% 0 16 109.9% 0
傷　害  保  険 153 53.6% 8 157 56.0% 4 161 59.7% 8
自 動 車 保 険 203 13.0% 111 142 9.4% 24 49 3.3% 48
そ　　の　　他 103 69.9% 7 106 71.2% 3 109 78.9% 6
合　　　　　計 941 37.5% 151 898 37.2% 43 824 34.3% 86

（注）　１．積立率＝異常危険準備金の残高 / 正味収入保険料（除く家計地震・自賠責）×１００

　　　　　　なお、中間期については、正味収入保険料（除く家計地震・自賠責）を２倍した上で算出しております。

　      ２．繰入額＝グロスの繰入額  

2010年3月期 累計件数 

2009年3月期 2009年9月中間期

0 4

2010年3月期
8

2010年3月期

1

（単位：億円）

7 27
7 27

2009年3月期 2009年9月中間期

8

（単位：百件）

302

左記件数の内訳
件数 前期比増減件数 本体 子会社

600 103 297

（単位：億円）
2009年3月期 2009年9月中間期 2010年3月期

0 1 1
0 1 1

－ － －
1 2 2

（単位：億円）
2009年3月期 2009年9月中間期 2010年3月期

△ 19 16 52

△ 228 △ 115 0

177

114 113 126

△ 43 163 188
368△ 176

単体

補足 3 富士火災海上保険株式会社



⑨ 受再保険引受状況
（単位：億円）

種　　　　　目
火  災  保  険
海  上  保  険
傷  害  保  険
自 動 車 保 険
自 賠 責 保 険
そ　　の　　他
合　　　　　計

⑩ 出再保険状況

種　　　　　目
火  災  保  険
海  上  保  険
傷  害  保  険
自 動 車 保 険
自 賠 責 保 険
そ　　の　　他
合　　　　　計

24 6 23 10
505 426 479 402

18 15 18 8
232 348 202 337

3 0 1 1
68 29 69 33

出再正味保険料 出再正味保険金 出再正味保険料 出再正味保険金
156 25 164 10

275 313 252 299

（単位：億円）
2009年3月期 2010年3月期

211 285 188 273
10 2 8 5

1 1 2 1
6 6 5 5

39 14 42 11
5 3 3 2

2009年3月期 2010年3月期
受再正味保険料 受再正味保険金 受再正味保険料 受再正味保険金

単体

補足 4 富士火災海上保険株式会社



平成２２年３月期決算
説 明 資 料

平成２２年５月１９日

富士火災海上保険株式会社



平成22年3月期 決算概要

１．総括

（１）損益計算書

 ・正味収入保険料は景気低迷等の影響を受け、地震・自賠責を除く一般種目計で▲4.1％の減収となり

　ました。また、自賠責が▲11.9％の減収となったことから、総合計では▲4.9％の減収となりました。

 ・正味支払保険金は、自然災害の増加等により火災で増加しましたが、自動車等において減少した

　こと等から、総合計では▲1.1％の減少となりました。

 ・人件費・物件費を中心に大幅な事業費削減を実施し、2009年度から2年間で70億円削減するとした

　当初計画よりそれ以上の額を1年前倒しで達成しました。

 ・営業収支残は前年同期比4億円増加の▲13億円となりました。地震・自賠責を除く一般種目では、

　前年同期比20億円増加の60億円となりました。

 ・保険引受損益は事業費の削減や自動車グループの異常危険準備金の繰入率引き下げ及び大規模

　自然災害責任準備金の取崩などにより、前年同期比159億円改善し、151億円となりました。

 ・資産運用損益は、リスク資産の売却を積極的に進めたこと等から、▲31億円となりました。

  これは資産運用ポートフォリオの健全化を 優先した結果です。

 ・これらの結果、経常利益は前年同期比1,007億円増加の90億円となりました。当期純利益は前年

　同期比640億円増加して50億円となりました。

 ・3月末に約135億円の第三者割当増資による資本増強を実施し、担保力の強化を図った結果、

　ソルベンシー・マージン比率は602.0％となり、96.4ポイント上昇しました。

【損益の概要】 （単位：百万円、％）

金額 増減率 金額 増減額 増減率

正味収入保険料（+） 284,835 ▲3.1 270,837 ▲13,998 ▲4.9

正味支払保険金（-） 162,760 ▲0.8 160,937 ▲1,822 ▲1.1

損害調査費（-） 15,849 ▲3.9 13,993 ▲1,855 ▲11.7

事業費（-） 108,026 1.1 97,299 ▲10,727 ▲9.9

営業収支残 ▲1,800 ▲127.2 ▲1,392 407 -

支払備金積増額（-） 1,001 ▲46.8 3,004 2,003 200.0

普通責任準備金積増額（-） 2,148 ▲78.8 ▲6,312 ▲8,460 ▲393.9

異常危険準備金積増額（-） ▲2,616 - ▲11,694 ▲9,077 -

その他（+） 1,476 ▲32.5 1,491 15 1.1

保険引受損益 ▲857 - 15,100 15,958 -

資産運用収益（+） 19,643 ▲53.2 19,447 ▲195 ▲1.0

（うち利息及び配当金収入） 22,265 ▲9.5 16,053 ▲6,212 ▲27.9

資産運用費用（-） 107,992 361.2 21,112 ▲86,879 ▲80.4

（うち有価証券評価損） 90,348 17,997.4 913 ▲89,434 ▲99.0

投資経費（-） 1,514 ▲5.0 1,467 ▲46 ▲3.1

資産運用損益 ▲89,863 ▲629.7 ▲3,133 86,730 -

その他損益（+） ▲928 - ▲2,904 ▲1,976 -

経常利益 ▲91,650 ▲742.1 9,062 100,712 -

特別損益（+） 2,777 - 29 ▲2,747 ▲98.9

税引前当期純利益 ▲88,872 ▲742.7 9,092 97,964 -

法人税及び住民税（-） 332 ▲94.5 1,816 1,483 446.7

法人税等調整額（-） ▲30,227 ▲1,916.3 2,185 32,412 -

当期純利益 ▲58,977 ▲1,064.7 5,090 64,068 -

損害率 62.7 64.6

事業費率 37.9 35.9

収支残率 ▲ 0.6 ▲ 0.5

コンバインドレシオ 100.6 100.5

※本表は損益計算書を組み替えて主要項目を記載したものです。

2009年３月期
項　　目

2010年３月期

諸
比
率

単 体

国内景気低迷に加え
自賠責の料率改定の
影響や小規模代理店
の統廃合より減収

自動車G繰入率変更
6.5％→3.2％（影響
額約60億円）
自動車取崩増加等
（影響額約30億円）

評価損減少により大
幅増加

人件費・物件費トータ
ルで89億円削減

自然災害責任準備金
取崩22億円
（前期19億円積増）
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（２）貸借対照表

 ・市場回復に伴う有価証券時価の上昇により総資産・純資産ともに増加しました。

 ・3月末に約135億円の第三者割当増資による資本増強を実施し、担保力の強化を図りました。

 ・繰延税金資産は、リスク資産を積極的に圧縮したことに伴う過年度有価証券評価損に係る

　一時差異の解消等により25億円、有価証券含み益増加により94億円減少しました。

　

【要約貸借対照表】 （単位：百万円）

科　目 2009年３月期 2010年３月期 増減額

（資産の部）

　現金及び預貯金 79,862 51,400 ▲28,462

　コールローン - 10,000 10,000

　有価証券 556,936 628,602 71,665

　貸付金 58,187 51,813 ▲6,373

　有形固定資産 50,491 42,705 ▲7,785

　無形固定資産 269 267 ▲2

　その他資産 87,347 85,043 ▲2,303

　繰延税金資産 81,474 68,229 ▲13,244

　貸倒引当金 ▲1,773 ▲4,847 ▲3,074

　投資損失引当金 ▲51 ▲60 ▲9

　資 産 の 部 合 計 912,744 933,155 20,410

（負債の部）

　保険契約準備金 826,698 787,104 ▲39,594

　　支払備金 96,817 99,821 3,004

　　責任準備金 729,881 687,282 ▲42,598

　その他負債 35,915 33,815 ▲2,099

　退職給付引当金 228 232 3

　役員退職慰労引当金 133 90 ▲43

　賞与引当金 204 173 ▲30

　価格変動準備金 448 378 ▲69

　再評価に係る繰延税金負債 3,976 2,408 ▲1,567

　負債の部合計 867,604 824,203 ▲43,401

（純資産の部）

　資本金 49,231 55,981 6,749

　資本剰余金 38,929 45,679 6,749

　利益剰余金 ▲15,023 ▲7,198 7,824

　自己株式 ▲412 ▲204 207

株主資本合計 72,725 94,257 21,532

　その他有価証券評価差額金 ▲18,992 26,018 45,010

　土地再評価差額金 ▲9,132 ▲11,908 ▲2,776

評価・換算差額等合計 ▲28,124 14,109 42,234

　新株予約権 539 584 44

　純資産の部合計 45,140 108,951 63,811

　負債及び純資産の部合計 912,744 933,155 20,410

増資　約135億円

有価証券の時価上昇による増加
・その他有価証券評価差額金
　（税効果控除前）増加　545億円
有価証券購入・売却等  171億円

統計的IBNRの適用拡大（元受の
火災、傷害、賠償責任）

有価証券の時価上昇による増加

社有ビルの売却

払戻積立金 ▲254億円
異常危険準備金▲116億円

リスク資産圧縮等に伴う減少
▲25億円
有価証券含み益増加による減少
▲94億円
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【経営諸指標】 （単位：百万円、％）

金額 増減率 金額 増減額 増減率

総資産 912,744 ▲9.0 933,155 20,410 2.2

純資産 45,140 ▲59.4 108,951 63,811 141.4

（自己資本比率） 4.9 11.6

その他有価証券評価差額金 ▲18,992 ▲3,744.3 26,018 45,010 -

リスク管理債権 1,382 91.2 6,235 4,853 351.0

（リスク管理債権対貸付金比率） 2.4 12.0

ＲＯＥ ▲75.8 6.7

１株当たり純利益（単位：円） ▲128.2 9.2

2009年３月期 2010年３月期
項　　目
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２．主なポイント

(１)　正味収入保険料

 ・ 国内経済の低迷や自賠責保険の料率改定の影響により、▲4.9％の減収となりました。

　なお、地震・自賠責を除く一般種目計では▲4.1％の減収となりました。

　◇火　災　…　新設住宅着工戸数減少の影響などにより減収

　◇自動車　…　契約台数の減少の影響などにより減収

　◇傷　害　…　積立型商品等が減収

　◇新　種　…　工事受注高の減少により、賠償責任・建設工事などが減収

　◇自賠責　…　前年度の料率改定の影響が続き減収

◆種目別正味収入保険料 （単位：百万円）

金額 増減額 金額 増減額

火　災 50,369 4,325 48,998 ▲1,371

傷　害 28,572 ▲721 27,022 ▲1,550

自動車 156,757 ▲4,136 150,862 ▲5,894

新　種 14,770 242 13,827 ▲943

海　上 1,921 ▲123 1,537 ▲383

自賠責 32,445 ▲8,758 28,589 ▲3,855

合　計 284,835 ▲9,171 270,837 ▲13,998

（一般計） 250,914 ▲409 240,656 ▲10,257

09年３月期 10年３月期

保険種目別増収率推移

一般計増収率推移（地震・自賠責を除く）

火災

傷害

自動車

新種

合計

▲7.5%

▲2.5%

2.5%

7.5%

火災 4.4% 4.0% ▲0.6% 9.4% ▲2.7%

傷害 4.1% 4.1% 2.7% ▲2.5% ▲5.4%

自動車 ▲1.2% ▲1.1% ▲1.5% ▲2.6% ▲3.8%

新種 5.0% 5.9% 2.1% 1.7% ▲6.4%

合計 ▲0.1% 0.2% ▲0.7% ▲3.1% ▲4.9%

05年度 06年度 07年度 08年度 09年度

▲5.0%

▲4.0%

▲3.0%

▲2.0%

▲1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

一般計 0.6% 0.8% ▲0.6% ▲0.2% ▲4.1%

05年度 06年度 07年度 08年度 09年度
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(２)　正味支払保険金

 ・正味支払保険金は自然災害が増加したものの、自動車等で減少したことにより

　合計では▲1.1％の減少となりました。

 ・損害率は保険料減収が影響し64.6%となり前年同期比1.9ポイント上昇しました。

＊正味支払保険金 （単位：百万円）

09年3月期 10年3月期 増減額 増減率

総合計 162,760 160,937 ▲1,822 ▲1.1％

＊自然災害保険金（当該年度発生分・備金含む） （単位：百万円）

09年3月期 10年3月期 増減額

総合計 914 3,179 2,264

＊損害率（含損害調査費）

09年3月期 10年3月期 差（ポイント）

総合計 62.7% 64.6% 1.9%

(３)　正味事業費・事業費率

 ・人件費・物件費を中心に大幅な事業費削減を実施し、2009年度から2年間で70億円削減するとした

　当初計画よりそれ以上の額を1年前倒しで達成しました。

 ・事業費率は35.9％となり2.0ポイント低下しました。（前期　37.9％）

＊正味事業費 （単位：百万円）

09年3月期 10年3月期 増減額 増減率

総合計 108,026 97,299 ▲10,727 ▲9.9％

（参考）

人件費・物件費（損害調査費等を含む総額ベース）

 ・人件費は、内勤賞与の削減やワークライフバランスの推進による時間外手当の削減を行いました。

 ・物件費は、すべての費目について全面的にコストの見直しを行い大幅に削減しました。

（単位：百万円）

09年3月期 10年3月期

金額 金額 増減額 増減率

人件費 38,648 35,498 ▲ 3,150 ▲8.2%

物件費 31,241 25,401 ▲ 5,839 ▲18.7%
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　　(４)　異常危険準備金

 ・異常危険準備金は、自動車グループの繰入率変更等により減少し、残高は824億円となりました。

　（前期941億円）

 ・自動車保険を除く各種目の残高は増加しております。

合計 91,816 97,613 96,747 94,131 82,437 

　　(５)　ＩＢＮＲ備金

 ・以下の３つの計算単位について、当期より新たに統計的見積法を適用しました。

　 元受火災、元受傷害、元受賠償責任

 ・この変更は、上記の金額的重要性のある計算単位において、より精度の高い見積りを行うことにより

　財務内容の健全化を図るために行ったものです。

 ・この結果、従来の方法と比較し30億円多く備金を計上しています。

　　(６)　保険引受損益

 ・保険引受損益は、151億円となり、前年同期比159億円増加しました。

 ・事業費の削減に加え、自動車の異常危険準備金の減少が主な要因です。

＊保険引受損益 （単位：百万円）

09年3月期 10年3月期 増減額

総合計 ▲857 15,100 15,958

異常危険準備金残高推移

傷害

火災

海上

自動車

その他

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

百
万
円

火災 40,014 42,052 44,155 46,461 48,779

海上 1,448 1,521 1,575 1,651 1,688

傷害 12,670 13,553 14,435 15,310 16,133

自動車 29,117 31,388 26,919 20,377 4,929

その他 8,564 9,098 9,662 10,330 10,905

05年度 06年度 07年度 08年度 09年度
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(７)　資産運用 

 ・有価証券評価損は、前期に903億円を計上しましたが、当期は9億円にとどまり大幅に減少しました。

 ・将来の価格変動リスク抑制のために、リスク資産の圧縮を積極的に行い、財務内容の健全化を図り

　ました。その結果、有価証券売却損等が発生しました。

 ・運用資産利回り（インカム利回り）は、円建債券等の安全運用にシフトしたことにより、2.09％

　（前年同期2.61％）となりました。

 ・以上により資産運用損益は、▲31億円となり、前年同期比867億円増加しました。

＊有価証券評価損

（単位：百万円）

09年3月期 10年3月期 増減額

公社債 2,572 - ▲2,572

株式 9,245 913 ▲8,331

外国証券 13,550 - ▲13,550

その他の証券 64,979 - ▲64,979

合計 90,348 913 ▲89,434

＊有価証券の内訳抜粋

【簿価ベース】 （単位：百万円）

09年3月期 10年3月期 増減額

公社債 228,114 346,038 117,923

株式 55,931 45,990 ▲9,940

外国証券 193,857 118,683 ▲75,173

その他の証券 96,678 81,032 ▲15,646

合計 574,581 591,745 17,163

＊利息及び配当金収入と運用資産利回り（インカム利回り）

（単位：百万円）

08年度 09年度 増減額(ポイント)

利配収入 22,265 16,053 ▲6,212

利回り 2.61% 2.09% ▲0.52%

(８)　経常利益

 ・経常利益は、保険引受損益、資産運用損益ともに大幅に増加し、前年同期比1,007億円増益の

　90億円となりました。

 ・その他損益は貸倒引当金繰入により前年同期比19億円減少しました。

（単位：百万円）

09年3月期 10年3月期 増減額

保険引受損益 ▲ 857 15,100 15,958

資産運用損益 ▲ 89,863 ▲ 3,133 86,730

その他損益 ▲ 928 ▲ 2,904 ▲ 1,976

経常利益 ▲ 91,650 9,062 100,712

リスク資産の圧縮
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(９)　特別損益

 ・特別損益は、前期に引き続き価格変動準備金の取崩しを行いましたが、取崩額が減少したため、

  前年同期比27億円減益の29百万円となりました。

(10)　当期純利益

 ・税引前当期純利益は、前年同期比979億円増加し90億円となりました。

 ・当期純利益は、前年同期比640億円増益の50億円となりました。

(11)　総資産・純資産

 ・有価証券時価の上昇に加え、第三者割当増資の実施により総資産・純資産ともに増加しました。

 ・特に純資産は倍以上増加し、07年度末の水準に戻りました。

（単位：百万円）

05年度 06年度 07年度 08年度 09年度

総資産 1,077,492 1,081,056 1,002,504 912,744 933,155

純資産 175,505 178,029 111,236 45,140 108,951

自己資本比率 16.3% 16.5% 11.1% 4.9% 11.6%

(12)　ソルベンシー・マージン比率

 ・有価証券時価の上昇に加え、第三者割当増資（約135億円）の実施により、マージン総額は大幅に

　増加しました。

 ・巨大災害リスクが増加したことを主因として、リスク合計額は増加しました。

 ・ソルベンシー・マージン比率は602.0％（前期　505.6％）となりました。

（単位：百万円）

05年度 06年度 07年度 08年度 09年中間 09年度

マージン総額 345,192 358,583 265,254 186,713 215,619 245,213

リスク合計額 82,864 81,072 76,594 73,855 80,688 81,457

ソルベンシー・マージン比率 833.2% 884.6% 692.6% 505.6% 534.4% 602.0%

＊ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に活用する客観的な判断指標の

ひとつで、その数値が２００％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とさ

れています。

‐8‐



1,084,765 1,132,392 4.4 933,155

1,037,689 1,021,521 △ 1.6 824,203

47,076 110,871 135.5 108,951

△ 17,409 27,665 － 26,018

377,312 377,050 △ 0.1 361,533

△ 91,782 8,894 － 9,062

△ 89,000 8,882 － 9,092

△ 59,623 4,783 － 5,090

* 連単倍率 － 0.94

（連結各社の概要） （単位：百万円）

△ 58,977 5,090

803 △ 94  *連結仕訳(親子間取引の消去等）があるため、各社の

65 54  　単純合計と連結当期純利益（又は純損失）は一致

△ 113 △ 219 　　しません。

  当期純利益は4,783百万円、連単倍率は0.94となりました。
  各子会社の状況は次のとおりです。

 ・富士生命 ・純損益は、新契約の増加に伴う事業費の増加等の影響により、

 前期（803百万円）から、897百万円減少の△94百万円となりました。

・生命保険料収入は38,420百万円となり、前期（32,738百万円）に比べ5,681百万円の増加
 となりました。

・保険引受費用は、前期（30,704百万円）に比べ6,900百万円増加し、37,604百万円となりました。

・営業費及び一般管理費は、前期（4,710百万円）に比べ506百万円増加の5,216百万円となりました。

・利息及び配当金収入の増加等により、資産運用損益は、4,100百万円となり、
 前期（3,604百万円）に比べ496百万円増加しました。

 ・AMERICAN FUJI ・純損益は54百万円となり、前期（65百万円）に比べ10百万円減少しました。

・2008年４月以降保険引受を停止しており、このため事業費は前期（291百万円）から、

  74百万円減少し、216百万円となりました。

・利息及び配当金収入は、前期（460百万円）に比べ89百万円減少し、371百万円となりました。

 ・FUJI INTERNATIONAL ・純損益は△219百万円となり、前期（△113百万円）に比べ105百万円減少しました。

・事業費は、前期（314百万円）に比べ68百万円減少し、245百万円となりました。

  このうち110百万円は、日系ビジネス引受停止に伴う今後３年間の予定損失額の一括引当です。

・低金利が続いており、利息及び配当金収入は21百万円となりました。なお、前期は196百万円でした。

連結ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰは営業活動のｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰが8,776百万円の流入、投資活動が42,971百万円の流出、財務活動が14,678百万円の流入となり、

合計19,181百万円の資金の流出となりました。

各活動のｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰの主な変動要因は以下のとおりです。

・営業活動ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 前期に比べ、営業活動ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは54億円増加しています。主な要因は以下のとおりです。

（減少要因） （増加要因）
収入保険料（生命保険料含む）の減少　  83億円 支払保険金（生命保険金含む）の減少   　 36億円

収入積立保険料の減少　　　 　 　  　 　    31億円 満期返戻金の減少　　　　　 　　　　　　 　　　22億円
営業債権・債務の増減による収支　 　　 　76億円 事業費（損調費含む）の減少　　　　 　　　　112億円

法人税等の支払・還付による収支　　　 　　 82億円

・投資活動ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 当期の投資活動ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは、429億円の流出となりました。主な内訳は以下のとおりです。

有価証券の取得による支出（△3,218億円）、有価証券の売却・償還収入（2,778億円）

デリバティブ取引に関する支出（△72億円）

貸付による支出（△132億円）、貸付金回収による収入（182億円）、有形固定資産の売却収入（63億円）

・財務活動ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 当期の財務活動ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰは、146億円の流入となりました。主な内訳は以下のとおりです。

第三者割当増資による収入（約135億円）、借入れによる収入（15億円）

△ 19,181

△ 58,670

 現金及び現金同等物
増減額

（単位：百万円）

  営業活動による
ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

 

前 期 純 利 益
( 又 は 純 損 失 )

当 期 純 利 益
( 又 は 純 損 失 )

前 期
（ 平 成 21 年 ３ 月 期 ）

当 期
（ 平 成 22 年 ３ 月 期 ）

１．連結決算の概要
 

増 減 率

（単位：百万円、％）

富 士 火 災 単 体

平成22年３月期　 連結決算概要

投資活動による
ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

財務活動による
ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

17,976△ 77,8603,365

8,776 14,678△ 42,971

前　期
（21年３月期）

当　期
（22年３月期）

 

富士火災

富士生命

AMERICAN FUJI

FUJI INTERNATIONAL

２．連結キャッシュ・フロー計算書

   [貸借対照表関係]

　　資産の部合計

　　負債の部合計

　　純資産の部合計

　　　(その他有価証券評価差額金)

　　当期純利益又は純損失（△）

   [損益計算書関係]

　　経常収益

　　経常利益又は経常損失（△）

　　税金等調整前当期純利益又は純損失（△）

連　結
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