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平成23年3月期 第１四半期 決算説明資料

１．総括

（１）損益計算書

 ・正味収入保険料は、火災で増収したものの、自動車等で減収したことから種目合計で

　▲1.1％の減収となりました。しかし、前年同期の▲7.9％と比べると減収幅は改善しました。

 ・正味支払保険金は、火災を除く全種目で減少したことにより▲0.8％の減少となりました。

 ・正味事業費は、コスト削減（物件費・人件費）を行い▲5.4％となりました。

 ・営業収支残は、前年同期比1,166百万円増加して▲695百万円となりました。地震・自賠責を除く

　一般種目計では971百万円増加し1,151百万円となりました。

 ・保険引受損益は、事業費の減少や支払備金戻入等により、前年同期比1,445百万円増益の1,739

　百万円となりました。

 ・資産運用損益は、利息及び配当金収入の増加や前年に計上したヘッジコストの減少により

　前年同期比6,609百万円増益の1,576百万円となりました。

 ・これらの結果、経常利益は前年同期比9,078百万円増益の3,926百万円となりました。

 ・特別損益は、価格変動準備金の取崩しが減少したことや資産除去債務会計基準適用により、

　前年同期比476百万円減益の▲200百万円となりました。

 ・以上の結果、税引前四半期純利益は、前年同期比8,602百万円増益の3,726百万円、四半期純利益は、

　前年同期比5,195百万円増益の2,184百万円となりました。

【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（+） 67,526 ▲7.9 66,771 ▲754 ▲1.1

正味支払保険金（-） 39,505 ▲1.1 39,207 ▲298 ▲0.8

損害調査費（-） 3,869 ▲13.9 3,645 ▲224 ▲5.8

事業費（-） 26,013 ▲9.7 24,614 ▲1,398 ▲5.4

営業収支残 ▲1,861 ▲6,678.9 ▲695 1,166 -

支払備金積増額（-） ▲51 ▲109.3 ▲1,455 ▲1,403 -

普通責任準備金積増額（-） ▲47 ▲101.6 1,128 1,175 -

異常危険準備金積増額（-） ▲1,630 ▲266.8 ▲1,626 4 -

その他（+） 426 ▲6.2 481 54 12.8

保険引受損益 294 - 1,739 1,445 491.4

資産運用収益（+） 1,923 ▲75.8 3,416 1,492 77.6

（うち利息及び配当金収入） 4,091 ▲40.7 4,430 338 8.3

資産運用費用（-） 6,570 2.3 1,506 ▲5,064 ▲77.1

（うち有価証券評価損） 42 ▲94.8 1,272 1,229 2,893.0

投資経費（-） 385 ▲9.2 332 ▲52 ▲13.6

資産運用損益 ▲5,032 ▲555.8 1,576 6,609 -

その他損益（+） ▲413 - 610 1,024 -

経常利益 ▲5,151 - 3,926 9,078 -

特別損益（+） 275 ▲85.9 ▲200 ▲476 ▲172.9

税引前四半期純利益 ▲4,876 - 3,726 8,602 -

法人税及び住民税（-） 45 ▲53.3 143 97 213.5

法人税等調整額（-） ▲1,911 - 1,397 3,308 -

四半期純利益 ▲3,010 - 2,184 5,195 -

損害率 64.2 64.2

事業費率 38.5 36.9

収支残率 ▲ 2.8 ▲ 1.0

コンバインドレシオ 102.8 101.0

※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。

※諸比率はリトン・ペイドベース

2009年6月期

諸
比
率

項　　目
2010年6月期

単 体

資産除去債務会
計基準適用

コスト削減（物
件費・人件費）

減収幅が縮小

一般種目計での
営業収支残は、
1,151百万円と
なり、前期比
971百万円の増
加

事業費減少、支
払備金戻入等に
より増益

ヘッジコスト減
少により増益

貸倒引当金減少

‐1‐



（２）貸借対照表

【要約貸借対照表】 （単位：百万円）

科　目 2010年3月期 2010年6月期 増減額

（資産の部）

　現金及び預貯金 51,400 19,477 ▲31,922

　コールローン 10,000 28,000 18,000

　有価証券 628,602 624,687 ▲3,914

　貸付金 51,813 50,700 ▲1,113

　有形固定資産 42,705 42,471 ▲233

　無形固定資産 267 289 21

　その他資産 85,043 87,882 2,838

　繰延税金資産 68,229 69,254 1,024

　貸倒引当金 ▲4,847 ▲3,830 1,016

　投資損失引当金 ▲60 ▲73 ▲13

　資 産 の 部 合 計 933,155 918,858 ▲14,296

（負債の部）

　保険契約準備金 787,104 777,466 ▲9,638

　　支払備金 99,821 98,366 ▲1,455

　　責任準備金 687,282 679,099 ▲8,182

　その他負債 33,815 33,246 ▲569

　退職給付引当金 232 236 3

　役員退職慰労引当金 90 158 68

　賞与引当金 173 284 110

　価格変動準備金 378 332 ▲46

　再評価に係る繰延税金負債 2,408 2,408 -

　負債の部合計 824,203 814,132 ▲10,071

（純資産の部）

　資本金 55,981 55,981 -

　資本剰余金 45,679 45,679 -

　利益剰余金 ▲7,198 ▲5,018 2,180

　自己株式 ▲204 ▲186 18

株主資本合計 94,257 96,456 2,199

　その他有価証券評価差額金 26,018 19,604 ▲6,413

　土地再評価差額金 ▲11,908 ▲11,908 -

評価・換算差額合計 14,109 7,696 ▲6,413

　新株予約権 584 573 ▲11

　純資産の部合計 108,951 104,726 ▲4,225

　負債及び純資産の部合計 933,155 918,858 ▲14,296

・払戻積立金      ▲7,773百万円
・異常危険準備金  ▲1,626百万円

・その他有価証券評価差額（税効果控
除前）減少　　 　　▲8,835百万円
・有価証券購入・売却等 6,196百万円
・有価証券評価損（投資損失引当金相
殺前）　　　　　　 ▲1,276百万円

・IBNR備金    ▲1,127百万円

・当四半期純利益　  2,184百万円

・有価証券の時価下落による減少
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２．主なポイント

(１)　正味収入保険料

 ・ 小規模代理店統合の影響等が続き減収となりましたが、減収幅は改善しています。

　地震・自賠責を除く一般種目計では▲1.3％となりました。

　◇火　災　…　不動産チャネルの増収や企業向け商品の拡販などにより増収

　◇傷　害　…　積立型商品等で減収

　◇自動車　…　小規模代理店統合の影響等により減収

　◇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

　◇海　上　…　貿易量の増加により積荷保険が増収

※種目別正味収入保険料 （単位：百万円）

09年6月期 10年6月期

金額 増減額 増減率 金額 増減額 増減率

火　災 9,884 ▲1,094 ▲10.0% 10,435 550 5.6%

傷　害 6,996 ▲352 ▲4.8% 6,925 ▲70 ▲1.0%

自動車 39,279 ▲1,571 ▲3.8% 38,278 ▲1,001 ▲2.5%

新　種 3,726 ▲244 ▲6.2% 3,464 ▲261 ▲7.0%

海　上 345 ▲118 ▲25.6% 381 36 10.5%

自賠責 7,295 ▲2,371 ▲24.5% 7,286 ▲8 ▲0.1%

合　計 67,526 ▲5,754 ▲7.9% 66,771 ▲754 ▲1.1%

（一般計） 59,810 ▲3,395 ▲5.4% 59,045 ▲765 ▲1.3%

(２)　正味支払保険金

 ・火災において、3月の強風災害等の支払いにより増加したものの、その他の種目では減少し、総合計では

　▲0.8％の減少となりました。

 ・損害率は、正味支払保険金が減少したものの、正味収入保険料減収の影響により横ばいとなりました。

※種目別正味支払保険金 （単位：百万円） ※種目別損害率（リトン・ペイドベース（損害調査費含む））

09年6月期 10年6月期 増減率 09年6月期 10年6月期 差

火　災 3,766 4,294 14.0% 火　災 40.6% 43.4% 2.8%

傷　害 2,999 2,873 ▲4.2% 傷　害 48.4% 46.3% ▲2.1%

自動車 23,428 22,958 ▲2.0% 自動車 65.9% 66.1% 0.2%

新　種 2,219 2,056 ▲7.3% 新　種 65.0% 64.5% ▲0.5%

海　上 209 167 ▲20.2% 海　上 65.3% 47.5% ▲17.8%

自賠責 6,882 6,856 ▲0.4% 自賠責 101.8% 101.3% ▲0.5%

合　計 39,505 39,207 ▲0.8% 合　計 64.2% 64.2% -

（一般計） 60.1% 60.1% -
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(３)　正味事業費・事業費率

 ・事業費率は36.9％となり、更に低下しました。（前期　38.5％）

※正味事業費推移 （単位：百万円）

09年6月期 10年6月期

金額 金額 増減額 増減率

事業費 26,013 24,614 ▲ 1,398 ▲5.4%

（うち人件費） 7,106 6,614 ▲ 491 ▲6.9%

（うち物件費） 5,449 4,788 ▲ 661 ▲12.1%

※正味事業費・事業費率推移

(４)　保険引受損益

 ・保険引受損益は、事業費の減少や支払備金戻入等により、前年同期比1,445百万円増益の1,739百万円

　となりました。

(５)　資産運用損益

 ・前年度、デリバティブ取引によるリスクヘッジを実施しましたが、リスク資産の圧縮が進んだこと、

　 リスク耐性の向上(増資13,499百万円）から今年度はデリバティブ取引を縮小、ヘッジコストは大幅に

　 減少(前年同期比▲5,504百万円）しました。利息及び配当金収入の増加(前年同期比+338百万円）

　 もあり、資産運用損益は前年同期比6,609百万円増の1,576百万円となりました。

 ・公正かつ厳格な資産査定を行った結果、有価証券評価損1,272百万円を計上しています。

 ・コスト削減（物件費・人件費）を続けた結果、正味事業費は1,398百万円減少し24,614百万円
となりました。

※正味事業費＝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

24,614百万円

28,793百万円

26,013百万円

39.3%

38.5%

36.9%

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

08年6月期 09年6月期 10年6月期

正
味
事
業
費
（

百
万
円
）

35%

36%

37%

38%

39%

40%

事
業
費
率

資産運用損益内訳 (単位：百万円） 有価証券内訳 (単位：百万円）

09年6月期 10年6月期 増減額 09年6月末 10年6月末 増減額

資産運用収益 1,923 3,416 1,492 公社債 233,802 366,755 132,952

利息配当収入 4,091 4,430 338 株式 76,685 54,354 ▲22,331

有価証券売却益・償還益 190 1,118 928 外国証券 161,953 114,751 ▲47,201

その他（金融派生商品収益等） 5 30 24 その他の証券 107,091 88,826 ▲18,264

積立保険料等運用益振替 ▲2,363 ▲2,163 200 合計 579,532 624,687 45,154

資産運用費用 6,570 1,506 ▲5,064

有価証券売却損・評価損 1,021 1,272 250

金融派生商品費用(ﾍｯｼﾞｺｽﾄ） 5,504 - ▲5,504

その他 44 234 189

リスク資産
の圧縮
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(６)　四半期純利益

 ・経常利益が3,926百万円、特別損益が▲200百万円となり、税引前四半期純利益は、前年同期比8,602

　百万円増益の3,726百万円となりました。

 ・四半期純利益は、前年同期比5,195百万円増益の2,184百万円となりました。

(７)　ソルベンシー・マージン比率

 ・市場価格の下落によりその他有価証券評価差額金は減少しましたが、当四半期純利益の計上とリスク

 　の減少によりソルベンシー・マージン比率は593.4％と微減にとどまりました。（前年度末　602.0％）

（単位：百万円）

10年3月期 10年6月期 差

マージン総額 245,213 238,359 ▲6,854

（うち資本金等） 94,842 97,030 2,187

（うち評価差額金） 33,171 25,219 ▲7,952

リスク合計額 81,457 80,326 ▲1,131

（うち資産運用リスク） 27,515 26,728 ▲786

（うち巨大災害リスク） 45,678 45,274 ▲403

ソルベンシー・マージン比率 602.0% 593.4% ▲8.6%

＊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。
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1,111,768 1,130,435 1.7 918,858

1,034,006 1,022,773 △ 1.1 814,132

77,761 107,662 38.5 104,726

15,601 22,613 44.9 19,604

90,016 94,053 4.5 87,761

△ 5,135 3,439 － 3,926

△ 4,894 3,223 － 3,726

△ 3,098 1,826 － 2,184

* 連単倍率 － 0.84

（連結各社の概要） （単位：百万円）

△ 3,010 2,184

△ 81 △ 378  *連結仕訳(親子間取引の消去等）があるため、各社の

8 △ 5  　単純合計と連結四半期純利益（又は純損失）は一致

△ 0 △ 17 　 しません。

  当四半期期純利益は1,826百万円、連単倍率は0.84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、責任準備金繰入額の増加等の影響により、前年同期（△81百万円）から296百万円減少し

 △378百万円となりました。

・生命保険料収入は13,251百万円となり、前年同期（8,507百万円）に比べ4,744百万円の増加となりました。

・保険引受費用は、前年同期（8,090百万円）に比べ5,731百万円増加し、13,821百万円となりました。

・営業費及び一般管理費は、前年同期（1,360百万円）に比べ79百万円増加の1,440百万円となりました。

・利息及び配当金収入の増加等により、資産運用損益は、992百万円となり、前年同期（854百万円）に比べ
138百万円増加しました。

 ・AMERICAN FUJI ・純損益は△5百万円となり、前年同期（8百万円）に比べ13百万円減少しました。

・事業費は前年同期（62百万円）から28百万円増加し、90百万円となりました。

・利息及び配当金収入は、前年同期（105百万円）に比べ22百万円減少し、82百万円となりました。

 ・FUJI INTERNATIONAL ・純損益は△17百万円となり、前年同期（△0百万円）に比べ16百万円減少しました。

・事業費は、前年同期（△44百万円）に比べ75百万円増加し、30百万円となりました。

  前年同期は再保険プールからの戻入があったため、事業費がマイナスとなっています。

・定期預金の金利が大幅に減少したことにより、利息及び配当金収入は2百万円となりました。

  なお、前年同期は8百万円でした。

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540百万円の流入、投資活動が8,183百万円の流出、財務活動が96百万円の流出となり、

合計7,865百万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1,627百万円増加しています。主な要因は以下のとおりです。

（増加要因） （減少要因）
収入保険料（生命保険料含む）の増加　  3,993百万円 支払保険金（生命保険金等含む）の増加　　　170百万円
事業費（損調費含む）の減少　　　　 　　 　1,397百万円 法人税等の支払・還付による収支　　　　　　 　534百万円

満期返戻金の減少　　　　　　　 　　　　 　  　400百万円 営業債権・債務の増減による収支　 　　　　　1,386百万円
収入積立保険料の減少　　　 　 　  　 　  　 　  765百万円

利息及び配当金等の受取額の減少　　 　　 1,078百万円

・投資活動ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 投資活動ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは、8,183百万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（△72,088百万円）、有価証券の売却・償還収入（60,390百万円）

貸付による支出（△4,228百万円）、貸付金回収による収入（5,334百万円）

３ヶ月超定期預金の減少（2,299百万円）

・財務活動ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 配当金の支払はなく、財務活動ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰは、96百万円の流出にとどまっています。

　　四半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（△）

　 　税金等調整前四半期純利益又は純損失（△）

　　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)

   [貸借対照表関係]

　　資産の部合計

前第1四半期
（2009年６月期）

当第1四半期期
（2010年６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

△ 803,403△ 1,086

540 △ 96△ 8,183

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

前 第 1 四 半 期
（ 2009 年 ６ 月 期 ）

当 第 １ 四 半 期
（ 2010 年 ６ 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23年3月期　第１四半期　 連結決算概要

 

前 第 1 四 半 期 純 利 益
( 又 は 純 損 失 )

当 第 1 四 半 期 純 利 益
( 又 は 純 損 失 )

△ 7,865

2,407

 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

連　結
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１．損益の概況
（単位：百万円）

2009年6月期 2010年6月期 増減 増減率

保険引受収益 8,556 13,761 5,205 60.8%
(うち生命保険料) 8,507 13,251 4,744 55.8%
資産運用収益 859 1,006 147 17.1%
保険引受費用 8,090 13,821 5,731 70.8%
(うち責任準備金繰入額) 5,588 10,387 4,798 85.9%
資産運用費用 5 14 9 169.4%
営業費及び一般管理費 1,360 1,440 79 5.9%
当期純利益（▲純損失） ▲81 ▲378 ▲296 -

・Ｅ-終身、ゴールドメディ（無解約返戻金型医療保険）好調
・富士生命独自チャネルの成長
・新契約増加に伴い、獲得費用が増加（手数料L字型払）
・責任準備金の繰入が増加（前年同期比4,798百万円の増加）

※上記は連結決算用に組み替えた項目の抜粋を表示しています。

２．主要な経営諸指標の推移
（単位：百万円）

2010年3月期 2010年6月期 差
総資産 206,890 219,806 12,916
純資産 13,258 14,205 946
（自己資本比率） 6.4% 6.5% 0.1%
その他有価証券評価差額金 1,454 2,779 1,325

３．ソルベンシー・マージン比率の推移
（単位：百万円）

2010年3月期 2010年6月期 差
ソルベンシー・マージン総額 29,951 31,653 1,701
リスクの合計額 1,848 1,964 116
ソルベンシー・マージン比率 3240.7% 3221.8% ▲18.9%

平成23年3月期 第1四半期　富士生命決算概要
富士生命
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