
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

 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。  

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無  

 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。このため、当社は業績予想の記載は行っておりません。なお、四半期開示につきましては極力迅速かつ十分

な開示を努めて参ります。 
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（注）金額は記載単位未満を切り捨て、諸比率は四捨五入し表示しております。以下の諸表も同様です。

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  経常収益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年3月期第１四半期  94,053  4.5  3,439 ―  1,826 ― 

22年3月期第１四半期  90,016  △10.7  △5,135 ―  △3,098 ― 

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年3月期第１四半期  2  61  2  60

22年3月期第１四半期  △5  71 ―   

  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 

23年3月期第１四半期  1,130,435  107,662  9.5  153  08

22年3月期  1,132,392  110,871  9.7  157  66

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 107,089百万円 22年3月期 110,286百万円

  
年間配当金

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

22年3月期 ― ― ―  0  00 0 00

23年3月期 ―  

23年3月期（予想） ― ― ― ― 

              



４．その他（詳細は、添付資料３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無  

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 「３．平成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。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 700,239,075株 22年3月期 700,239,075株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 691,623株 22年3月期 758,889株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 699,548,394株 22年3月期１Ｑ 542,002,485株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期連結累計期間のわが国経済は、アジア諸国を中心とする新興国の景気回復に主導され、自律的な回

復基調に転じておりますが、欧州市場の金融不安から来る株安や円高、さらには失業率が高水準にあるなど本格的

な回復とは言い難い状況のまま推移しました。 

このような情勢のもと、損害保険・生命保険を中心に事業を展開した結果、当第1四半期連結累計期間における

当社グループの業績は次のとおりとなりました。 

経常収益は940億円となり、経常費用は906億円となりました。この結果、経常利益は前年同期に比べて85億円増

加し、34億円となりました。経常利益に特別利益、特別損失、法人税等合計を加減した四半期純利益は、前年同期

に比べて49億円増加し、18億円となりました。 

 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、667億円とな

りました。一方、保険引受費用のうち正味支払保険金は、392億円となりました。また、資産運用面では、利息及

び配当金収入が45億円となりました。 

  

②生命保険事業 

生命保険事業におきましては、当第1四半期連結累計期間の新契約高は810億円、当第1四半期連結累計期間末保

有契約高は、2兆2,773億円となりました。収支の状況につきましては収入面では、生命保険料は132億円となりま

した。一方、支出面では、生命保険金等は19億円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ19億円減少して1兆1,304億円となりました。また、負債につ

きましては前連結会計年度末に比べて12億円増加して1兆227億円となりました。純資産につきましては前連結会計

年度末に比べ32億円減少して1,076億円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後も引き続き資産運用、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革に取り組んでおり、適切な業績の見通しを行うことが困難な

状況にあります。このため、平成23年3月期の第2四半期連結累計期間および通期の業績予想の発表は見送ることと

致したく存じます。 

なお、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。また、今後も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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算

において算定した貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用しております。  

②固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。  

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境の著しい変化が生じておらず、

かつ、一時差異等の発生状況について前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められる場合に、前連結会計年

度末の検討において使用した将来の業績予想を利用する方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（「資産除去債務に関する会計基準」の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べ、経常利益は３百万円減少しております。税金等調整前四半期純利益

は247百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は308百万円でありま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報
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３．連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金及び預貯金 29,888 58,072

コールローン 30,000 12,000

買入金銭債権 109 444

金銭の信託 243 239

有価証券 809,938 803,607

貸付金 60,644 62,008

有形固定資産 42,516 42,749

無形固定資産 325 275

その他資産 91,484 89,240

繰延税金資産 69,190 68,665

貸倒引当金 △3,832 △4,849

投資損失引当金 △73 △60

資産の部合計 1,130,435 1,132,392

負債の部   

保険契約準備金 982,847 982,399

支払備金 103,392 105,192

責任準備金等 879,455 877,206

その他負債 36,013 35,534

退職給付引当金 252 240

役員退職慰労引当金 162 94

賞与引当金 284 173

特別法上の準備金 600 635

価格変動準備金 600 635

繰延税金負債 204 34

再評価に係る繰延税金負債 2,408 2,408

負債の部合計 1,022,773 1,021,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 55,981 55,981

資本剰余金 45,662 45,662

利益剰余金 △1,168 △2,991

自己株式 △186 △204

株主資本合計 100,289 98,448

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,613 27,665

土地再評価差額金 △11,908 △11,908

為替換算調整勘定 △3,904 △3,917

評価・換算差額等合計 6,800 11,838

新株予約権 573 584

純資産の部合計 107,662 110,871

負債及び純資産の部合計 1,130,435 1,132,392
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

経常収益 90,016 94,053

保険引受収益 87,054 88,708

（うち正味収入保険料） 67,462 66,658

（うち収入積立保険料） 5,234 4,468

（うち積立保険料等運用益） 2,363 2,163

（うち生命保険料） 8,572 13,370

（うち支払備金戻入額） 30 1,831

（うち責任準備金等戻入額） 3,323 －

資産運用収益 2,883 4,482

（うち利息及び配当金収入） 5,042 5,469

（うち金銭の信託運用益） 0 0

（うち有価証券売却益） 198 1,146

（うち積立保険料等運用益振替） △2,363 △2,163

その他経常収益 78 862

経常費用 95,151 90,613

保険引受費用 73,002 74,986

（うち正味支払保険金） 39,534 39,243

（うち損害調査費） 3,873 3,696

（うち諸手数料及び集金費） 13,658 13,635

（うち満期返戻金） 14,276 13,875

（うち生命保険金等） 1,527 1,989

（うち責任準備金等繰入額） － 2,345

資産運用費用 6,604 1,521

（うち有価証券売却損） 1,006 1

（うち有価証券評価損） 47 1,283

（うち金融派生商品費用） 5,504 －

営業費及び一般管理費 14,886 13,690

その他経常費用 658 416

（うち支払利息） 45 49

経常利益又は経常損失（△） △5,135 3,439

特別利益 305 35

特別法上の準備金戻入額 305 35

価格変動準備金戻入額 305 35

その他 0 0

特別損失 64 252

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 244

その他 64 8

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△4,894 3,223

法人税及び住民税等 74 143

法人税等調整額 △1,871 1,253

法人税等合計 △1,796 1,396

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,826

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,098 1,826
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△4,894 3,223

減価償却費 544 509

支払備金の増減額（△は減少） △22 △1,743

責任準備金等の増減額（△は減少） △3,457 2,248

貸倒引当金の増減額（△は減少） 93 △1,016

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11 12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △33 68

賞与引当金の増減額（△は減少） 232 110

価格変動準備金の増減額（△は減少） △305 △35

利息及び配当金収入 △5,042 △5,469

有価証券関係損益（△は益） 855 139

支払利息 45 49

為替差損益（△は益） 0 4

貸付金関係損益（△は益） 356 256

有形固定資産関係損益（△は益） 64 8

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）

△1,789 △1,807

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）

1,557 188

その他 5,713 426

小計 △6,070 △2,825

利息及び配当金の受取額 5,543 4,465

利息の支払額 △45 △49

法人税等の支払額 △514 △1,049

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,086 540

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） △300 2,299

買入金銭債権の取得による支出 △767 △127

買入金銭債権の売却・償還による収入 1,376 458

金銭の信託の増加による支出 △0 △0

有価証券の取得による支出 △48,368 △72,088

有価証券の売却・償還による収入 55,695 60,390

貸付けによる支出 △1,991 △4,228

貸付金の回収による収入 3,314 5,334

その他 △5,493 △1

資産運用活動計 3,463 △7,963

営業活動及び資産運用活動計 2,377 △7,422

有形固定資産の取得による支出 △62 △275

有形固定資産の売却による収入 2 107

その他 △0 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,403 △8,183
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の処分による収入 0 0

配当金の支払額 △4 △0

リース債務の返済による支出 △75 △96

財務活動によるキャッシュ・フロー △80 △96

現金及び現金同等物に係る換算差額 171 △125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,407 △7,865

現金及び現金同等物の期首残高 86,092 66,910

現金及び現金同等物の四半期末残高 88,500 59,045
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（単位：百万円） 

  

４．（参考）個別財務諸表等

 （１）（参考）四半期貸借対照表 単 体 

科目 

当第１四半期 

会計期間末 

（平成22年６月30日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成22年３月31日） 

 金 額  金 額 

資産の部 

 現金及び預貯金  

  

            19,477

 

 51,400

 コールローン              28,000  10,000

 有価証券               624,687  628,602

 貸付金             50,700  51,813

 有形固定資産             42,471  42,705

 無形固定資産               289  267

 その他資産             87,882  85,043

 繰延税金資産             69,254  68,229

 貸倒引当金             △3,830  △4,847

 投資損失引当金              △73  △60

資産の部合計             918,858  933,155

負債の部 

 保険契約準備金  

             

             777,466

 

 787,104

  支払備金              98,366  99,821

  責任準備金              679,099  687,282

 その他負債             33,246  33,815

  未払法人税等                414  1,170

  リース債務  1,410  1,409

  資産除去債務               300 － 

  その他の負債             31,121  31,235

 退職給付引当金               236  232

 役員退職慰労引当金                158  90

 賞与引当金                284  173

 特別法上の準備金                332  378

  価格変動準備金                332  378

 再評価に係る繰延税金負債               2,408  2,408

負債の部合計              814,132  824,203

純資産の部 

 株主資本  

  

                        

 

 

  資本金                       55,981  55,981

  資本剰余金                       45,679  45,679

  利益剰余金                      △5,018  △7,198

  自己株式                        △186  △204

  株主資本合計                       96,456  94,257

 評価・換算差額等                          

  その他有価証券評価差額金                       19,604  26,018

  土地再評価差額金                     △11,908  △11,908

  評価・換算差額等合計                        7,696  14,109

 新株予約権  573  584

純資産の部合計                      104,726  108,951

負債及び純資産の部合計                       918,858  933,155
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 （単位：百万円） 

  

 （２）（参考）四半期損益計算書 単 体 

科目 

前第１四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）

金 額 金 額 

経常収益 

保険引受収益 

（うち正味収入保険料） 

（うち収入積立保険料） 

（うち積立保険料等運用益） 

（うち支払備金戻入額） 

（うち責任準備金戻入額） 

資産運用収益 

（うち利息及び配当金収入） 

（うち有価証券売却益） 

（うち積立保険料等運用益振替） 

その他経常収益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,297

84,165

67,526

5,234

2,363

51

8,986

1,923

4,091

190

△2,363

208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,761

83,061

66,771

4,468

2,163

1,455

8,182

3,416

4,430

1,118

△2,163

1,283

経常費用 

保険引受費用 

（うち正味支払保険金） 

（うち損害調査費） 

（うち諸手数料及び集金費） 

（うち満期返戻金） 

資産運用費用 

（うち有価証券売却損） 

（うち有価証券評価損） 

（うち金融派生商品費用） 

営業費及び一般管理費 

その他経常費用  

（うち支払利息） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,449

70,666

39,505

3,869

12,935

14,276

6,570

978

42

5,504

13,551

660

45

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

－ 

 

 

 

83,834

69,609

39,207

3,645

12,716

13,875

1,506

1,272

12,302

415

49

経常利益又は経常損失（△）  △5,151  3,926

特別利益 

 特別法上の準備金戻入額 

  価格変動準備金戻入額 

  その他 

特別損失 

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 

  その他 

 

 

 

 

 

－ 

 

340

339

339

0

64

64

 

 

 

 

 

 

 

46

46

46

0

247

238

8

税引前四半期純利益 

又は税引前四半期純損失（△） 

法人税及び住民税 

法人税等調整額 

法人税等合計 

 

 

 

 

△4,876

45

△1,911

△1,865

      

 

 

 

3,726

143

1,397

1,541

四半期純利益又は四半期純損失（△）  △3,010  2,184

              

富士火災海上保険㈱ (8763)　平成23年3月期　第1四半期決算短信

10



  

  

５．補足情報

 （１）当四半期の損益状況（連結） 連 結 

  （単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

比較増減 
増減率
（％） 

経 

  

常 

  

損 

  

益 

保険引受収益  87,054  88,708  1,654  1.9

（うち正味収入保険料）  (67,462)  (66,658)  (△804)  (△1.2)

（うち収入積立保険料）  (5,234)  (4,468)  (△765)  (△14.6)

（うち生命保険料）  (8,572)  (13,370)  (4,798)  (56.0)

保険引受費用  73,002  74,986  1,984  2.7

（うち正味支払保険金）  (39,534)  (39,243)  (△291)  (△0.7)

（うち損害調査費）  (3,873)  (3,696)  (△176)  (△4.6)

（うち諸手数料及び集金費）  (13,658)  (13,635)  (△23)  (△0.2)

（うち満期返戻金）  (14,276)  (13,875)  (△400)  (△2.8)

（うち生命保険金等）  (1,527)  (1,989)  (462)  (30.3)

資産運用収益  2,883  4,482  1,598  55.4

（うち利息及び配当金収入）  (5,042)  (5,469)  (426)  (8.5)

（うち有価証券売却益）  (198)  (1,146)  (947)  (478.1)

資産運用費用  6,604  1,521  △5,083  △77.0

（うち有価証券売却損）  (1,006)  (1)  (△1,004)  (△99.8)

（うち有価証券評価損）  (47)    (1,283)  (1,236) (－) 

（うち金融派生商品費用）  (5,504) (－)  (△5,504) (△100.0)

営業費及び一般管理費  14,886  13,690  △1,196  △8.0

その他経常損益  △579  446  1,026 － 

経常利益又は経常損失（△）  △5,135  3,439  8,575 － 

特
別
損
益 

特別利益  305  35  △269  △88.3

特別損失  64  252  188  291.1

特別損益  240  △216  △457  △190.0

税金等調整前四半期純利益 

又は税金等調整前四半期純損失（△） 
 △4,894  3,223  8,117 － 

法人税及び住民税等  74  143  68  90.8

法人税等調整額  △1,871  1,253  3,124 － 

法人税等合計  △1,796  1,396  3,192 － 

四半期純利益又は四半期純損失（△）  △3,098  1,826  4,924 － 
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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。 

 （２）種目別保険料・保険金（連結） 連 結 

区分 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30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  16,819  20.3  △4.0  16,952  21.2  0.8

海上  328  0.4  △33.6  408  0.5  24.3

傷害  11,671  14.1  △12.8  10,854  13.5  △7.0

自動車  39,640  48.0  △3.9  38,434  48.0  △3.0

自動車損害賠償責任  9,930  12.0  △25.2  9,577  11.9  △3.6

その他  4,268  5.2  △4.7  3,912  4.9  △8.4

合計 

（うち収入積立保険料） 

 82,659

(5,234)

 100.0

(6.3)

 △8.6

(△23.7)

 80,139

(4,468)

 100.0

(5.6)

 △3.0

(△14.6)

区分 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30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  9,885  14.6  △10.0  10,435  15.6  5.6

海上  343  0.5  △26.2  381  0.6  11.1

傷害  6,996  10.4  △4.8  6,925  10.4  △1.0

自動車  39,279  58.2  △3.8  38,278  57.3  △2.5

自動車損害賠償責任  7,295  10.8  △24.5  7,286  10.9  △0.1

その他  3,728  5.5  △5.0  3,470  5.2  △6.9

合計  67,527  100.0  △7.8  66,777  100.0  △1.1

区分 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30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  3,782  9.6  △7.8  4,318  11.0  14.2

海上  218  0.6  53.3  178  0.4  △18.3

傷害  2,999  7.6  4.8  2,873  7.3  △4.2

自動車  23,428  59.2  0.2  22,958  58.5  △2.0

自動車損害賠償責任  6,882  17.4  △3.2  6,856  17.5  △0.4

その他  2,230  5.6  △9.0  2,083  5.3  △6.6

合計  39,541  100.0  △1.3  39,268  100.0  △0.7
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（注）１．保険引受利益＝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 

  

 （３）当四半期の損益状況（単体） 単 体 

  （単位：百万円）

区分 
前第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

比較増減 
増減率
（％） 

元受正味保険料（含む収入積立保険料）  82,622  80,129  △2,492  △3.0

（元受正味保険料）  (77,387)  (75,660)  (△1,727)  (△2.2)

経 

 

常 

 

損 

 

益 

保険引受収益  84,165  83,061  △1,103  △1.3

（うち正味収入保険料）  (67,526)  (66,771)  (△754)  (△1.1)

（うち収入積立保険料）  (5,234)  (4,468)  (△765)  (△14.6)

保険引受費用  70,666  69,609  △1,057  △1.5

（うち正味支払保険金）  (39,505)  (39,207)  (△298)  (△0.8)

（うち損害調査費）  (3,869)  (3,645)  (△224)  (△5.8)

（うち諸手数料及び集金費）  (12,935)  (12,716)  (△218)  (△1.7)

（うち満期返戻金）  (14,276)  (13,875)  (△400)  (△2.8)

資産運用収益  1,923  3,416  1,492  77.6

（うち利息及び配当金収入）  (4,091)  (4,430)  (338)  (8.3)

（うち有価証券売却益）  (190)  (1,118)  (928)  (488.6)

資産運用費用  6,570  1,506  △5,064  △77.1

（うち有価証券売却損）  (978) (－)  (△978)  (△100.0)

（うち有価証券評価損）  (42)  (1,272)  (1,229) (－) 

（うち金融派生商品費用）  (5,504) (－)  (△5,504)  (△100.0)

営業費及び一般管理費  13,551  12,302  △1,248  △9.2

（保険引受に係る営業費及び一般管理費）  (13,077)  (11,897)  (△1,180)  (△9.0)

その他経常損益  △452  868  1,320  －

経常利益又は経常損失（△）  △5,151  3,926  9,078  －

（保険引受利益）  (294)  (1,739)  (1,445)  (491.4)

特
別
損
益 

特別利益  340  46  △293  △86.3

特別損失  64  247  182  282.9

特別損益  275  △200  △476  △172.9

税引前四半期純利益又は税引前四半期

純損失（△） 
 △4,876  3,726  8,602  －

法人税及び住民税  45  143  97  213.5

法人税等調整額  △1,911  1,397  3,308  －

法人税等合計  △1,865  1,541  3,406  －

四半期純利益又は四半期純損失（△）  △3,010  2,184  5,195  －

諸 
比 
率 

正味損害率 ％64.2 ％64.2 ― ― 

正味事業費率  38.5  36.9 ― ― 
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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）正味損害率は正味保険金に損害調査費を加えて算出しております。 

 （４）種目別保険料・保険金（単体） 単 体 

区分 

前第１四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30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  14,506  18.8  △3.3  14,838  19.6  2.3

海上  321  0.4  △33.9  404  0.5  25.9

傷害  8,761  11.3  △3.4  8,515  11.3  △2.8

自動車  39,640  51.2  △3.9  38,434  50.8  △3.0

自動車損害賠償責任  9,930  12.8  △25.2  9,577  12.7  △3.6

その他  4,227  5.5  △4.2  3,889  5.1  △8.0

合計  77,387  100.0  △7.3  75,660  100.0  △2.2

区分 

前第１四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30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  9,884  14.6 △10.0  10,435  15.6  5.6

海上  345  0.5 △25.6  381  0.6  10.5

傷害  6,996  10.4 △4.8  6,925  10.4 △1.0

自動車  39,279  58.2 △3.8  38,278  57.3 △2.5

自動車損害賠償責任  7,295  10.8 △24.5  7,286  10.9 △0.1

その他  3,726  5.5 △6.2  3,464  5.2 △7.0

合計  67,526  100.0 △7.9  66,771  100.0 △1.1

区分 

前第１四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30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  3,766 △6.9  40.6  4,294  14.0  43.4

海上  209  67.6  65.3  167  △20.2  47.5

傷害  2,999  4.8  48.4  2,873  △4.2  46.3

自動車  23,428  0.2  65.9  22,958  △2.0  66.1

自動車損害賠償責任  6,882 △3.2  101.8  6,856  △0.4  101.3

その他  2,219 △8.8  65.0  2,056  △7.3  64.5

合計  39,505 △1.1  64.2  39,207  △0.8  64.2
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（単位：百万円）

（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。 

なお、当第1四半期会計期間末のソルベンシー・マージン比率は、巨大災害リスクの基礎数値の一部を前事業年度

末と同値とみなすなど、計算の一部を簡便化して算出しております。 

  

 （５）ソルベンシー・マージン比率（単体） 単 体 

  
当第１四半期会計期間末
（平成22年６月30日） 

前事業年度末
（平成22年３月31日） 

(A) ソルベンシー・マージン総額  238,359  245,213

資本金又は基金等  97,030  94,842

価格変動準備金  332  378

危険準備金  56  56

異常危険準備金  119,441  120,558

一般貸倒引当金  2,321  2,270

その他有価証券の評価差額（税効果控除前）  25,219  33,171

土地の含み損益 △13,628 △13,654

払戻積立金超過額 ― ―

負債性資本調達手段等  7,500  7,500

控除項目 ― ―

その他  86  91

(B) リスクの合計額 

 

 80,326  81,457

一般保険リスク（Ｒ１）  16,104  16,115

第三分野保険の保険リスク（Ｒ２） ― ― 

予定利率リスク（Ｒ３）  1,348  1,349

資産運用リスク（Ｒ４）  26,728  27,515

経営管理リスク（Ｒ５）  2,683  2,719

巨大災害リスク（Ｒ６）  45,274  45,678

(C) ソルベンシー・マージン比率 

〔(A)／｛(B)×１／２｝〕×100 
％ 593.4 ％ 602.0
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＜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」（前頁の(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：前頁の(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」（前頁の(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。 

  

① 保険引受上の危険 ： 

  （一般保険リスク） 

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。） 

（第三分野保険の保険リスク） 

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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保有契約高 

（注）１．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。 

２．個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責

任準備金を合計したものであります。 

  

新契約高 

（単位：百万円）

（注）１．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。 

２．個人年金保険の金額は年金支払開始時における年金原資であります。 

  

 （６）生命保険関係（富士生命保険株式会社） 生 保 

区分 

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

金額 
（百万円） 

対前年度末比
増減(△)率(％) 

金額
（百万円） 

個人保険 1,686,179  2.4  1,647,170

個人年金保険 29,195  7.0  27,280

団体保険  561,985  23.3  455,885

区分 

前第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

新契約＋転換
による純増加 

新契約
転換による
純増加 

新契約＋転換
による純増加

新契約 
転換による
純増加 

個人保険  52,760  52,760  －  78,410  78,410  －

個人年金保険  2,062  2,062  －  2,528  2,528  －

団体保険  788  788  －  110  110  －
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〔投融資状況〕 

（単位：百万円）

  

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６月末基準で374

百万円です。  

 （７）当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）における証券化商品への投資及び 単 体 

    サブプライム関連投資の状況（単体） 

  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 3,533  －  －  －

  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 3,533  －  －  －

  ＣＤＯ等へ投資を行うＳＩＶ  －  －  －  －
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