
平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成22年11月16日

（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。

上場会社名 富士火災海上保険株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 8763 URL http://www.fujikasai.co.jp/
代表者 （役職名） 代表執行役会長 （氏名） 近藤 章

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 中堀 保 TEL 06-6271-2741
四半期報告書提出予定日 平成22年11月26日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）

1.  平成23年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は、対前年中間期増減率）

経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期中間期 204,716 10.9 8,343 48.9 4,971 44.9
22年3月期中間期 184,518 △5.6 5,604 ― 3,431 ―

1株当たり中間純利益
潜在株式調整後1株当たり中間純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期中間期 7.10 7.10
22年3月期中間期 6.32 6.32

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月期中間期 1,157,936 112,386 9.7 159.83
22年3月期 1,132,392 110,871 9.7 157.66

（参考） 自己資本   23年3月期中間期  111,813百万円 22年3月期  110,286百万円

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。 

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）

― ― ―

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  
 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、現時点では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) 当中間期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当中間期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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）当中間期における「中間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」に記載される中間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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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

② 期末自己株式数 23年3月期中間期  693,298株 22年3月期  758,889株

③ 期中平均株式数（中間期） 23年3月期中間期 699,547,341株 22年3月期中間期 542,254,630株

（個別業績の概要） 

1.  平成23年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は、対前年中間期増減率）

正味収入保険料 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期中間期 133,939 △2.0 9,881 89.3 6,018 83.2
22年3月期中間期 136,705 △6.4 5,220 ― 3,285 ―

1株当たり中間純利益
円 銭

23年3月期中間期 8.60
22年3月期中間期 6.05

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月期中間期 919,949 109,747 11.9 156.06
22年3月期 933,155 108,951 11.6 154.92

（参考） 自己資本 23年3月期中間期  109,173百万円 22年3月期  108,367百万円

※中間監査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中間監査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
中間連結財務諸表及び中間財務諸表の中間監査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 
１．「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。 
 
２．当社は特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社）に該当するため、第2四半期会計期間につ
いては、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、緩やかに回復しつつあるものの、円高の進行や世界経済の減速によ

り輸出・生産が鈍化し、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2四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2,047億円となり、経常費用は1,963億円となりました。この結果、経常利益は前年同期に比べて27億

円増加し、83億円となりました。経常利益に特別利益、特別損失、法人税等合計を加減した中間純利益は、前年同

期に比べて15億円増加し、49億円となりました。 

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、1,339億円と

なりました。一方、保険引受費用のうち正味支払保険金は、800億円となりました。また、資産運用面では、利息

及び配当金収入が84億円となりました。 

事業運営におきましては、平成20年6月から本格稼動しました賃貸入居者向け家財保険のインターネット契約シ

ステム「らくトクねっと（-Plus）」が順調に推移するなか、当システムでビジネスモデル特許を取得しました。 

  

②生命保険事業 

生命保険事業におきましては、当第2四半期連結累計期間の新契約高は1,875億円、当第2四半期連結累計期間末

保有契約高は、2兆3,295億円となりました。収支の状況につきましては収入面では、生命保険料は440億円となり

ました。 

一方、支出面では、生命保険金等は36億円となりました。  

  

（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255億円増加して1兆1,579億円となりました。また、負債につ

きましては前連結会計年度末に比べて240億円増加して1兆455億円となりました。純資産につきましては前連結会

計年度末に比べ15億円増加して1,123億円となりました。 

  

（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、現時点では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）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）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） 

当中間連結会計期間より、「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７百万円、税金等調整前中間純利益は251百万円減少し

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309百万円であります。 

  

（３）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。 

  

１．当中間期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．中間連結財務諸表 
（１）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当中間連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
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 36,064 58,072

コールローン 12,000 12,000

買入金銭債権 392 444

金銭の信託 233 239

有価証券 854,177 803,607

貸付金 60,204 62,008

有形固定資産 42,056 42,749

無形固定資産 384 275

その他資産 88,181 89,240

繰延税金資産 68,035 68,665

貸倒引当金 △3,698 △4,849

投資損失引当金 △93 △60

資産の部合計 1,157,936 1,132,392

負債の部   

保険契約準備金 1,006,258 982,399

支払備金 101,770 105,192

責任準備金等 904,488 877,206

その他負債 34,730 35,534

退職給付引当金 255 240

役員退職慰労引当金 186 94

賞与引当金 631 173

特別法上の準備金 849 635

価格変動準備金 849 635

繰延税金負債 231 34

再評価に係る繰延税金負債 2,408 2,408

負債の部合計 1,045,550 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 1,976 △2,991

自己株式 △186 △204

株主資本合計 103,434 98,448

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,587 27,665

土地再評価差額金 △11,908 △11,908

為替換算調整勘定 △4,299 △3,917

評価・換算差額等合計 8,379 11,838

新株予約権 573 584

純資産の部合計 112,386 110,871

負債及び純資産の部合計 1,157,936 1,132,392
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（２）中間連結損益計算書 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

経常収益 184,518 204,716

保険引受収益 171,915 194,742

（うち正味収入保険料） 136,566 133,698

（うち収入積立保険料） 10,007 8,865

（うち積立保険料等運用益） 4,720 4,349

（うち生命保険料） 17,451 44,257

（うち支払備金戻入額） － 3,327

（うち責任準備金等戻入額） 3,076 －

資産運用収益 12,344 8,815

（うち利息及び配当金収入） 9,869 10,522

（うち金銭の信託運用益） 0 0

（うち有価証券売却益） 7,187 2,467

（うち積立保険料等運用益振替） △4,720 △4,349

その他経常収益 257 1,158

経常費用 178,913 196,373

保険引受費用 140,319 168,761

（うち正味支払保険金） 79,348 79,982

（うち損害調査費） 7,110 6,634

（うち諸手数料及び集金費） 26,442 27,011

（うち満期返戻金） 23,917 23,562

（うち生命保険金等） 2,957 3,707

（うち支払備金繰入額） 260 －

（うち責任準備金等繰入額） － 27,540

資産運用費用 7,338 1,054

（うち有価証券売却損） 1,061 4

（うち有価証券評価損） 436 742

（うち金融派生商品費用） 5,184 30

営業費及び一般管理費 28,101 25,617

その他経常費用 3,154 938

（うち支払利息） 90 101

（うち貸倒引当金繰入額） 2,660 －

経常利益 5,604 8,343

特別利益 154 3

特別法上の準備金戻入額 － －

価格変動準備金戻入額 － －

その他 154 3

(うち固定資産処分益) 154 3

特別損失 560 474

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 244

特別法上の準備金繰入額 249 213

価格変動準備金繰入額 249 213

その他 311 17

（うち固定資産処分損） 83 17

税金等調整前中間純利益 5,198 7,872

法人税及び住民税等 4,205 3,483

法人税等調整額 △2,438 △583

法人税等合計 1,766 2,900

少数株主損益調整前中間純利益 － 4,971

中間純利益 3,431 4,971
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 49,231 55,981

当中間期変動額   

新株の発行 － －

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 49,231 55,981

資本剰余金   

前期末残高 38,912 45,662

当中間期変動額   

新株の発行 － －

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 38,912 45,662

利益剰余金   

前期末残高 △10,508 △2,991

当中間期変動額   

中間純利益 3,431 4,971

自己株式の処分 △42 △4

土地再評価差額金の取崩 2,363 －

当中間期変動額合計 5,752 4,967

当中間期末残高 △4,755 1,976

自己株式   

前期末残高 △412 △204

当中間期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 210 19

当中間期変動額合計 208 18

当中間期末残高 △204 △186

株主資本合計   

前期末残高 77,223 98,448

当中間期変動額   

新株の発行 － －

中間純利益 3,431 4,971

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 167 15

土地再評価差額金の取崩 2,363 －

当中間期変動額合計 5,961 4,986

当中間期末残高 83,184 103,434
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 △17,409 27,665

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

27,020 △3,077

当中間期変動額合計 27,020 △3,077

当中間期末残高 9,610 24,587

土地再評価差額金   

前期末残高 △9,132 △11,908

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△2,363 －

当中間期変動額合計 △2,363 －

当中間期末残高 △11,495 △11,908

為替換算調整勘定   

前期末残高 △4,145 △3,917

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

643 △381

当中間期変動額合計 643 △381

当中間期末残高 △3,501 △4,299

新株予約権   

前期末残高 539 584

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

35 △11

当中間期変動額合計 35 △11

当中間期末残高 575 573

純資産合計   

前期末残高 47,076 110,871

当中間期変動額   

新株の発行 － －

中間純利益 3,431 4,971

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 167 15

土地再評価差額金の取崩 2,363 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

25,335 △3,471

当中間期変動額合計 31,297 1,514

当中間期末残高 78,373 112,386
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 5,198 7,872

減価償却費 1,081 1,035

減損損失 227 －

支払備金の増減額（△は減少） 19 △3,211

責任準備金等の増減額（△は減少） △3,268 27,281

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,614 △1,150

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △50 92

賞与引当金の増減額（△は減少） 437 457

価格変動準備金の増減額（△は減少） 249 213

利息及び配当金収入 △9,869 △10,522

有価証券関係損益（△は益） △5,100 △1,720

支払利息 90 101

為替差損益（△は益） 1 11

貸付金関係損益（△は益） 366 256

有形固定資産関係損益（△は益） △71 13

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）

△1,066 786

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）

△3,291 △3,066

その他 5,493 363

小計 △6,908 18,830

利息及び配当金の受取額 10,202 9,599

利息の支払額 △90 △101

法人税等の支払額 △634 △1,278

法人税等の還付額 3,148 241

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,717 27,292

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） △1,399 2,299

買入金銭債権の取得による支出 △1,200 △519

買入金銭債権の売却・償還による収入 1,610 554

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 △113,783 △184,195

有価証券の売却・償還による収入 100,883 134,181

貸付けによる支出 △5,436 △9,924

貸付金の回収による収入 8,428 11,471

その他 △6,836 7

資産運用活動計 △17,734 △46,125

営業活動及び資産運用活動計 △12,017 △18,832

有形固定資産の取得による支出 △158 △345

有形固定資産の売却による収入 5,206 112

その他 △0 △114

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,686 △46,473
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入れによる収入 － －

株式の発行による収入 － －

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の処分による収入 0 0

配当金の支払額 △5 △0

リース債務の返済による支出 △151 △192

財務活動によるキャッシュ・フロー △157 △193

現金及び現金同等物に係る換算差額 503 △291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,623 △19,665

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中間期末残高 79,469 47,244
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該当事項はありません。  

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記（連結）
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４．中間財務諸表 
（１）中間貸借対照表 

（単位：百万円）

当中間会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度の要約 
貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金及び預貯金 25,631 51,400

コールローン 10,000 10,000

有価証券 643,515 628,602

貸付金 49,692 51,813

有形固定資産 42,015 42,705

無形固定資産 341 267

その他資産 84,448 85,043

繰延税金資産 68,095 68,229

貸倒引当金 △3,696 △4,847

投資損失引当金 △93 △60

資産の部合計 919,949 933,155

負債の部   

保険契約準備金 773,224 787,104

支払備金 97,098 99,821

責任準備金 676,125 687,282

その他負債 32,949 33,815

未払法人税等 3,393 1,170

リース債務 1,314 1,409

資産除去債務 301 －

その他の負債 27,939 31,235

退職給付引当金 239 232

役員退職慰労引当金 181 90

賞与引当金 631 173

特別法上の準備金 567 378

価格変動準備金 567 378

再評価に係る繰延税金負債 2,408 2,408

負債の部合計 810,202 824,203

純資産の部   

株主資本   

資本金 55,981 55,981

資本剰余金   

資本準備金 45,679 45,679

資本剰余金合計 45,679 45,679

利益剰余金   

利益準備金 10,301 10,301

その他利益剰余金 △11,486 △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 236 236

繰越利益剰余金 △56,123 △62,137

利益剰余金合計 △1,184 △7,198

自己株式 △186 △204

株主資本合計 100,290 94,257

              

富士火災海上保険㈱（8763）　平成23年3月期　第2四半期決算短信

10



（単位：百万円）

当中間会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度の要約 
貸借対照表 

(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 20,791 26,018

土地再評価差額金 △11,908 △11,908

評価・換算差額等合計 8,883 14,109

新株予約権 573 584

純資産の部合計 109,747 108,951

負債及び純資産の部合計 919,949 933,155
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（２）中間損益計算書 

（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

経常収益 176,830 169,612

保険引受収益 166,344 161,053

（うち正味収入保険料） 136,705 133,939

（うち収入積立保険料） 10,007 8,865

（うち積立保険料等運用益） 4,720 4,349

（うち支払備金戻入額） － 2,723

（うち責任準備金戻入額） 14,895 11,156

資産運用収益 9,968 6,561

（うち利息及び配当金収入） 7,901 8,326

（うち有価証券売却益） 6,780 2,408

（うち積立保険料等運用益振替） △4,720 △4,349

その他経常収益 518 1,998

経常費用 171,610 159,731

保険引受費用 135,640 134,804

（うち正味支払保険金） 79,294 79,955

（うち損害調査費） 7,102 6,572

（うち諸手数料及び集金費） 24,888 24,470

（うち満期返戻金） 23,917 23,562

（うち支払備金繰入額） 190 －

資産運用費用 7,282 1,040

（うち有価証券売却損） 1,006 2

（うち有価証券評価損） 436 732

（うち金融派生商品費用） 5,184 30

営業費及び一般管理費 25,518 22,949

その他経常費用 3,168 936

（うち支払利息） 90 99

（うち貸倒引当金繰入額） 2,675 －

経常利益 5,220 9,881

特別利益 154 1

特別法上の準備金戻入額 － －

価格変動準備金戻入額 － －

その他 154 1

特別損失 525 437

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 238

特別法上の準備金繰入額 214 189

価格変動準備金繰入額 214 189

その他 311 9

税引前中間純利益 4,849 9,444

法人税及び住民税 4,018 3,450

法人税等調整額 △2,455 △24

法人税等合計 1,563 3,426

中間純利益 3,285 6,018
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（３）中間株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 49,231 55,981

当中間期変動額   

新株の発行 － －

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 49,231 55,981

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 38,929 45,679

当中間期変動額   

新株の発行 － －

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 38,929 45,679

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 10,301 10,301

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 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

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 17,650 17,650

配当引当準備金   

前期末残高 4,400 4,400

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 4,400 4,400

特別危険準備金   

前期末残高 22,350 22,350

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 22,350 22,350

圧縮積立金   

前期末残高 243 236

当中間期変動額   

圧縮積立金の取崩 － －

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 243 236
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（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △69,969 △62,137

当中間期変動額   

圧縮積立金の取崩 － －

中間純利益 3,285 6,018

自己株式の処分 △42 △4

土地再評価差額金の取崩 2,363 －

当中間期変動額合計 5,606 6,014

当中間期末残高 △64,362 △56,123

自己株式   

前期末残高 △412 △204

当中間期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 210 19

当中間期変動額合計 208 18

当中間期末残高 △204 △186

株主資本合計   

前期末残高 72,725 94,257

当中間期変動額   

新株の発行 － －

中間純利益 3,285 6,018

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 167 15

土地再評価差額金の取崩 2,363 －

当中間期変動額合計 5,815 6,033

当中間期末残高 78,540 100,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △18,992 26,018

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

26,913 △5,226

当中間期変動額合計 26,913 △5,226

当中間期末残高 7,921 20,791

土地再評価差額金   

前期末残高 △9,132 △11,908

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△2,363 －

当中間期変動額合計 △2,363 －

当中間期末残高 △11,495 △11,908
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（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

新株予約権   

前期末残高 539 584

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

35 △11

当中間期変動額合計 35 △11

当中間期末残高 575 573

純資産合計   

前期末残高 45,140 108,951

当中間期変動額   

新株の発行 － －

中間純利益 3,285 6,018

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 167 15

土地再評価差額金の取崩 2,363 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

24,585 △5,237

当中間期変動額合計 30,400 795

当中間期末残高 75,541 109,747
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該当事項はありません。  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記（単体）

５．補足情報

 （１）当中間期の損益状況（連結） 連 結 

  （単位：百万円）

区分 
前中間連結会計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

比較増減 
増減率
（％） 

経 

  

常 

  

損 

  

益 

保険引受収益  171,915  194,742  22,826  13.3

（うち正味収入保険料）  (136,566)  (133,698)  (△2,868)  (△2.1)

（うち収入積立保険料）  (10,007)  (8,865)  (△1,141)  (△11.4)

（うち生命保険料）  (17,451)  (44,257)  (26,805)  (153.6)

保険引受費用  140,319  168,761  28,442  20.3

（うち正味支払保険金）  (79,348)  (79,982)  (634)  (0.8)

（うち損害調査費）  (7,110)  (6,634)  (△475)  (△6.7)

（うち諸手数料及び集金費）  (26,442)  (27,011)  (568)  (2.1)

（うち満期返戻金）  (23,917)  (23,562)  (△354)  (△1.5)

（うち生命保険金等）  (2,957)  (3,707)  (750)  (25.4)

資産運用収益  12,344  8,815  △3,528  △28.6

（うち利息及び配当金収入）  (9,869)  (10,522)  (652)  (6.6)

（うち有価証券売却益）  (7,187)  (2,467)  (△4,719)  (△65.7)

資産運用費用  7,338  1,054  △6,283  △85.6

（うち有価証券売却損）  (1,061)  (4)  (△1,057)  (△99.6)

（うち有価証券評価損）  (436)  (742)  (306)  (70.1)

（うち金融派生商品費用）  (5,184)  (30)  (△5,154)  (△99.4)

営業費及び一般管理費  28,101  25,617  △2,483  △8.8

その他経常損益  △2,896  219  3,116  － 

経常利益  5,604  8,343  2,738  48.9

特
別
損
益 

特別利益  154  3  △151  △97.9

特別損失  560  474  △86  △15.4

特別損益  △405  △471  △65 － 

税金等調整前中間純利益  5,198  7,872  2,673  51.4

法人税及び住民税等  4,205  3,483  △721  △17.2

法人税等調整額  △2,438  △583  1,855 － 

法人税等合計  1,766  2,900  1,133  64.2

少数株主損益調整前中間純利益 －  4,971 － － 

中間純利益  3,431  4,971  1,539  44.9
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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 

前中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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  33,766  21.1  △3.9  33,261  21.5  △1.5

海上  675  0.4  △34.6  812  0.5  20.4

傷害  22,990  14.4  △10.3  21,591  13.9  △6.1

自動車  76,743  48.1  △3.8  74,810  48.3  △2.5

自動車損害賠償責任  17,291  10.8  △18.6  16,760  10.8  △3.1

その他  8,269  5.2  △6.4  7,737  5.0  △6.4

合計 

（うち収入積立保険料） 

 159,737

(10,007)

 100.0

(6.3)

 △6.9

(△20.2)

 154,974

(8,865)

 100.0

(5.7)

 △3.0

(△11.4)

区分 

前中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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  23,193  17.0  △4.8  22,827  17.1  △1.6

海上  746  0.5  △28.2  814  0.6  9.1

傷害  14,071  10.3  △4.3  13,695  10.2  △2.7

自動車  76,134  55.7  △3.8  74,495  55.6  △2.2

自動車損害賠償責任  15,090  11.0  △19.9  15,056  11.2  △0.2

その他  7,466  5.5  △6.2  7,056  5.3  △5.5

合計  136,702  100.0  △6.4  133,945  100.0  △2.0

区分 

前中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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  7,714  9.7  △4.2  8,388  10.5  8.7

海上  481  0.6  82.0  343  0.4  △28.5

傷害  6,116  7.7  1.6  6,001  7.5  △1.9

自動車  46,808  59.0  △1.6  47,208  59.0  0.9

自動車損害賠償責任  13,788  17.4  △5.2  13,800  17.2  0.1

その他  4,459  5.6  △5.4  4,294  5.4  △3.7

合計  79,368  100.0  △2.2  80,037  100.0  0.8
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当中間連結会計期間末（平成22年９月30日） 

１ 満期保有目的の債券 

２ その他有価証券 

（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 中間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（中間連

結貸借対照表計上額75,507百万円、取得原価61,066百万円、差額14,440百万円）であります。 

３ 中間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（中間

連結貸借対照表計上額8,753百万円、取得原価10,211百万円、差額△1,458百万円）であります。 

４ 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて739百万円（うち、株式

729百万円、その他10百万円）、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるも

のについて7百万円（うち、株式7百万円）減損処理を行っております。 

なお、時価のある有価証券の減損に当たっては、中間連結会計期間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。 

  

 （３）有価証券関係（連結） 連 結 

  

  
  種類 

中間連結貸借 

対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が中間連結貸借対照表 

計上額を超えるもの 
公社債  118,474  128,154  9,679

時価が中間連結貸借対照表 

計上額を超えないもの 
公社債  3,935  3,849  △86

合計  122,409  132,003  9,593

  
  種類 

中間連結貸借 

対照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるもの 

公社債  451,333  433,091  18,241

株式  35,245  27,453  7,791

外国証券  52,307  48,386  3,921

その他  75,507  61,066  14,440

小計  614,392  569,998  44,394

中間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  39,445  39,505  △60

株式  7,991  9,400  △1,409

外国証券  55,537  59,193  △3,655

その他  8,753  10,211  △1,458

小計  111,726  118,311  △6,584

合計  726,119  688,309  37,810
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前連結会計年度末（平成22年３月31日） 

１ 満期保有目的の債券 

２ その他有価証券 

（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 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて828百万円（うち、株式828百

万円）、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて85百万円

（うち、株式85百万円）減損処理を行っております。 

なお、時価のある有価証券の減損に当たっては、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） 

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

  
  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
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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 

  

 （４）当中間期の損益状況（単体） 単 体 

  （単位：百万円）

区分 
前中間会計期間

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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）  159,627  154,960  △4,667  △2.9

（元受正味保険料）  (149,619)  (146,094)  (△3,525)  (△2.4)

経 

 

常 

 

損 

 

益 

保険引受収益  166,344  161,053  △5,291  △3.2

（うち正味収入保険料）  (136,705)  (133,939)  (△2,766)  (△2.0)

（うち収入積立保険料）  (10,007)  (8,865)  (△1,141)  (△11.4)

保険引受費用  135,640  134,804  △836  △0.6

（うち正味支払保険金）  (79,294)  (79,955)  (661)  (0.8)

（うち損害調査費）  (7,102)  (6,572)  (△529)  (△7.5)

（うち諸手数料及び集金費）  (24,888)  (24,470)  (△418)  (△1.7)

（うち満期返戻金）  (23,917)  (23,562)  (△354)  (△1.5)

資産運用収益  9,968  6,561  △3,406  △34.2

（うち利息及び配当金収入）  (7,901)  (8,326)  (425)  (5.4)

（うち有価証券売却益）  (6,780)  (2,408)  (△4,371)  (△64.5)

資産運用費用  7,282  1,040  △6,241  △85.7

（うち有価証券売却損）  (1,006)  (2)  (△1,004)  (△99.8)

（うち有価証券評価損）  (436)  (732)  (295)  (67.7)

（うち金融派生商品費用）  (5,184)  (30)  (△5,154)  (△99.4)

営業費及び一般管理費  25,518  22,949  △2,569  △10.1

（保険引受に係る営業費及び一般管理費）  (24,655)  (22,157)  (△2,498)  (△10.1)

その他経常損益  △2,650  1,061  3,712  －

経常利益  5,220  9,881  4,661  89.3

（保険引受利益）  (5,865)  (4,218)  (△1,647)  (△28.1)

特
別
損
益 

特別利益  154  1  △153  △99.2

特別損失  525  437  △87  △16.7

特別損益  △370  △436  △65  －

税引前中間純利益  4,849  9,444  4,595  94.8

法人税及び住民税  4,018  3,450  △568  △14.1

法人税等調整額  △2,455  △24  2,430  －

法人税等合計  1,563  3,426  1,862  119.2

中間純利益  3,285  6,018  2,732  83.2

諸 
比 
率 

正味損害率 ％63.2 ％64.6 ―― ―― 

正味事業費率  36.2  34.8 ―― ―― 
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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）正味損害率は正味支払保険金に損害調査費を加えて算出しております。 

 （５）種目別保険料・保険金（単体） 単 体 

区分 

前中間会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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  29,299  19.6  △2.9  29,188  20.0  △0.4

海上  646  0.4  △36.4  804  0.5  24.6

傷害  17,464  11.7  △3.5  16,829  11.5  △3.6

自動車  76,743  51.3  △3.8  74,810  51.2  △2.5

自動車損害賠償責任  17,291  11.5  △18.6  16,760  11.5  △3.1

その他  8,174  5.5  △5.7  7,700  5.3  △5.8

合計  149,619  100.0  △5.9  146,094  100.0  △2.4

区分 

前中間会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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  23,192  17.0 △4.9  22,827  17.1 △1.6

海上  752  0.5 △27.9  814  0.6  8.3

傷害  14,071  10.3 △4.3  13,695  10.2 △2.7

自動車  76,134  55.7 △3.8  74,495  55.6 △2.2

自動車損害賠償責任  15,090  11.0 △19.9  15,056  11.2 △0.2

その他  7,464  5.5 △6.8  7,049  5.3 △5.6

合計  136,705  100.0 △6.4  133,939  100.0 △2.0

区分 

前中間会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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  7,681 △4.0  35.1  8,351  8.7  38.4

海上  465  57.7  65.6  331  △28.9  43.6

傷害  6,116  1.6  48.3  6,001  △1.9  48.1

自動車  46,808 △1.6  67.4  47,208  0.9  69.0

自動車損害賠償責任  13,788 △5.2  98.5  13,800  0.1  98.5

その他  4,434 △5.3  64.3  4,262  △3.9  65.0

合計  79,294 △2.2  63.2  79,955  0.8  64.6
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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。 

  

 （６）ソルベンシー・マージン比率（単体） 単 体 

  
当中間会計期間末

（平成22年９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  246,640  245,213

資本金又は基金等  100,863  94,842

価格変動準備金  567  378

危険準備金  56  56

異常危険準備金  120,803  120,558

一般貸倒引当金  2,207  2,270

その他有価証券の評価差額（税効果控除前）  28,610  33,171

土地の含み損益 △14,078 △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  109  91

(B) リスクの合計額 

 

 80,816  81,457

一般保険リスク（Ｒ１）  16,102  16,115

第三分野保険の保険リスク（Ｒ２） ― ― 

予定利率リスク（Ｒ３）  1,345  1,349

資産運用リスク（Ｒ４）  27,370  27,515

経営管理リスク（Ｒ５）  2,700  2,719

巨大災害リスク（Ｒ６）  45,193  45,678

(C) ソルベンシー・マージン比率 

〔(A)／｛(B)×１／２｝〕×100 
％ 610.3 ％ 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．新契約・転換による純増加の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。 

  

 （７）生命保険関係（富士生命保険株式会社） 生 保 

区分 

当中間連結会計期間末
（平成22年９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  1,731,450  5.1  1,647,170

個人年金保険  52,206  91.4  27,280

団体保険  545,921  19.7  455,885

区分 

前中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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  122,241  122,241  －  161,357  161,357  －

個人年金保険  3,273  3,273  －  26,026  26,026  －

団体保険  866  866  －  197  197  －
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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９月末基準で427

百万円です。  

 （８）当中間会計期間末（平成22年９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 3,488  －  －  －

  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 3,488  －  －  －

  ＣＤＯ等へ投資を行うＳＩＶ  －  －  －  －
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（単位：億円）
2009年9月中間期 2010年3月期

(前中間期） （前期） （当中間期） 前期比 前中間期比
①正味収入保険料 1,367 2,708 1,339 － △ 27
　　　（増　収　率） (△6.4%) (△4.9%) (△2.0%) (2.9%) (4.4%)
②総　資　産 9,244 9,331 9,199 △ 132 △ 44
③損　害　率 63.2% 64.6% 64.6% 0.0% 1.4%
④事 業 費 率 36.2% 35.9% 34.8% △ 1.1% △ 1.4%
⑤ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･ﾚｼｵ 99.4% 100.5% 99.4% △ 1.1% 0.0%
　収 支 残 率 0.6% △ 0.5% 0.6% 1.1% 0.0%
⑥自　動　車
　　・正味収入保険料 761 1,508 744 － △ 16
　　　　（増収率） (△3.8%) (△3.8%) (△2.2%) (1.6%) (1.6%)
　　・収 支 残 率 △ 0.1% △ 1.5% △ 0.5% 1.0% △ 0.4%
　　・損　害　率 67.4% 69.1% 69.0% △ 0.1% 1.6%
　　・事 業 費 率 32.7% 32.4% 31.5% △ 0.9% △ 1.2%
⑦火　　災
　　・正味収入保険料 231 489 228 － △ 3
　　　　（増収率） (△4.9%) (△2.7%) (△1.6%) (1.1%) (3.3%)
　　・収 支 残 率 18.0% 17.8% 13.7% △ 4.1% △ 4.3%
　　・損　害　率 35.1% 35.2% 38.4% 3.2% 3.3%
　　・事 業 費 率 47.0% 46.9% 47.9% 1.0% 0.9%
⑧従 業 員 数 6,424人 6,148人 5,840人 △308人 △584人
⑨代 理 店 数 22,028店 21,891店 22,668店 777店 640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．前期比、前中間期比の内、％表示のある項目は、それぞれの前期、前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9月中間期 2010年3月期

（前中間期） （前期） （当中間期） 前期比 前中間期比
①経常収益 1,845 3,770 2,047 － 201
②正味収入保険料 1,365 2,705 1,336 － △ 28
　　　（増　収　率） (△6.5%) (△5.0%) (△2.1%) (2.9%) (4.4%)
③生命保険料 174 386 442 － 268
　　　（増　収　率） (3.9%) (17.8%) (153.6%) (135.8%) (149.7%)
④経常利益 56 88 83 － 27
⑤当期純利益 34 47 49 － 15

2010年9月期決算の補足資料

2010年9月中間期

2010年9月中間期

 単体
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① 不良債権の開示
【リスク管理債権】 （単位：億円）

2009年9月中間期 2010年3月期 2010年9月中間期

破　綻　先　債　権 4 1 0
延　 滞 　債 　権 43 19 8

３ヶ月以上延滞債権 － － －
貸付条件緩和債権 1 41 39

合      計     額 48 62 48
（貸付金残高に対する比率） (8.9%) (12.0%) (9.7%)

（参考）貸付金残高 546 518 496

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

非　　 分　　 類 9,067 9,209 9,078
Ⅱ　　 分　　 類 126 95 104
Ⅲ　　 分　　 類 46 23 12
Ⅳ　　 分　　 類 8 12 10

（Ⅱ～Ⅳ分類 計） (181) (131) (128)
合　　　　　 計 9,248 9,340 9,206

② 減損処理による有価証券の評価損
（単位：億円）

2009年9月中間期 2010年3月期 2010年9月中間期

公　　社　　債 － － －
株　　　　　式 4 9 7

外　国　証　券 － － －
そ　　の　　他 0 － －
合　　　　　計 4 9 7

・適用した減損処理ルール
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｡

 単体

富士火災海上保険株式会社補足 2



③ 固定資産の減損処理

土　　　　　地
建　　　　　物
そ　　の　　他
合　　　　　計

④ 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。　　　　　　　　　　

⑤ 第３分野商品の販売状況

契約件数

⑥ 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います。

  ※ 未払保険金＝支払備金と回収支払備金のネット

⑦ 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 475 106.0% 10 487 102.9% 23 498 113.3% 11
海　上  保  険 16 110.0% 0 16 109.9% 0 17 104.9% 0
傷　害  保  険 157 56.0% 4 161 59.7% 8 165 60.4% 4
自 動 車 保 険 142 9.4% 24 49 3.3% 48 23 1.6% 23
そ　　の　　他 106 71.2% 3 109 78.9% 6 111 79.4% 3
合　　　　　計 898 37.2% 43 824 34.3% 86 817 34.6% 42

（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9月中間期 累計件数 

2009年9月中間期 2010年3月期

1 0

2010年9月中間期
7

2010年9月中間期

4

（単位：億円）

27 2
27 2

2009年9月中間期 2010年3月期

7

（単位：百件）

118

左記件数の内訳
件数 前期比増減件数 本体 子会社

287 △ 75 169

（単位：億円）
2009年9月中間期 2010年3月期 2010年9月中間期

1 1 －
1 1 －

－ － －
2 2 －

（単位：億円）
2009年9月中間期 2010年3月期 2010年9月中間期

16 52 129

△ 115 0 △ 2
113 126 61

317177 368
163 188 129

単体
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⑧ 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

⑨ 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

11 7 10 2
257 198 247 195

9 3 5 4
116 165 112 168

0 0 0 0
35 16 34 16

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
83 4 84 3

128 153 126 148

（単位：億円）
2009年9月中間期 2010年9月中間期

94 137 95 138
4 4 3 0

1 0 3 0
3 2 2 2

22 6 20 5
1 1 0 1

2009年9月中間期 2010年9月中間期
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
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平成２３年３月期 第２四半期
決 算 説 明 資 料

平成２２年１１月１６日

富士火災海上保険株式会社



平成23年3月期 第２四半期 決算説明資料

１．総括

（１）損益計算書

 ・正味収入保険料は、自動車等で減収したことから種目合計で▲2.0％の減収となりました。

　しかし、前年同期の▲6.4％と比べると減収幅は改善しました。

 ・正味支払保険金は、火災と自動車で増加したことを主因として種目合計で0.8％の増加となりました。

 ・正味事業費は、コスト削減（物件費・人件費）の結果、2,917百万円減少し▲5.9％となりました。

 ・営業収支残は、前年同期比19百万円増加して783百万円となりました。

 ・保険引受損益は、異常危険準備金取崩が大幅に減少したことにより前年同期比で1,647百万円の減益

　となりましたが、事業費の削減等により4,218百万円の利益となりました。

 ・資産運用損益は、有価証券売却損益が減少する一方ヘッジコストが減少したことや、利息及び配当金

　収入が増加したこと等により前年同期比2,868百万円増益の4,869百万円となりました。

 ・貸倒引当金について、前中間期は2,675百万円の繰入を行いましたが、当中間期は892百万円の戻入

　になったため、その他損益は3,440百万円増加しました。

 ・これらの結果、経常利益は前年同期比4,661百万円増益の9,881百万円となりました。

 ・特別損益は、資産除去債務会計基準適用等により、▲436百万円となりました。

 ・以上の結果、税引前中間純利益は、前年同期比4,595百万円増益の9,444百万円、中間純利益は、

　前年同期比2,732百万円増益の6,018百万円となりました。

【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（+） 136,705 ▲6.4 133,939 ▲2,766 ▲2.0

正味支払保険金（-） 79,294 ▲2.2 79,955 661 0.8

損害調査費（-） 7,102 ▲16.3 6,572 ▲529 ▲7.5

事業費（-） 49,544 ▲10.5 46,627 ▲2,917 ▲5.9

営業収支残 764 ▲33.9 783 19 2.5

支払備金積増額（-） 190 ▲58.2 ▲2,723 ▲2,913 ▲1,530.8

普通責任準備金積増額（-） ▲242 ▲105.2 806 1,048 -

異常危険準備金積増額（-） ▲4,300 - ▲700 3,600 -

その他（+） 747 ▲20.1 816 68 9.2

保険引受損益 5,865 - 4,218 ▲1,647 ▲28.1

資産運用収益（+） 9,968 ▲17.4 6,561 ▲3,406 ▲34.2

（うち利息及び配当金収入） 7,901 ▲35.0 8,326 425 5.4

資産運用費用（-） 7,282 ▲53.9 1,040 ▲6,241 ▲85.7

（うち有価証券評価損） 436 ▲95.2 732 295 67.7

投資経費（-） 683 ▲14.2 650 ▲33 ▲4.9

資産運用損益 2,001 - 4,869 2,868 143.3

その他損益（+） ▲2,647 - 793 3,440 -

経常利益 5,220 - 9,881 4,661 89.3

特別損益（+） ▲370 ▲114.6 ▲436 ▲65 -

税引前中間純利益 4,849 - 9,444 4,595 94.8

法人税及び住民税（-） 4,018 30.9 3,450 ▲568 ▲14.1

法人税等調整額（-） ▲2,455 - ▲24 2,430 -

中間純利益 3,285 - 6,018 2,732 83.2

損害率 63.2 64.6

事業費率 36.2 34.8

収支残率 0.6 0.6

コンバインドレシオ 99.4 99.4

1株当たり純利益（単位:円） 6.1 8.6

※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9月期

諸
比
率

項　　目
2010年9月期

富士火災
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

異常危険準備金
取崩の減少等に
より減益

ヘッジコストの
減少や利配収入
の増加等により
増益

貸倒引当金減少

普通備金▲1,765
IBNR備金  ▲957
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（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9月期 増減額

（資産の部）

　現金及び預貯金 51,400 25,631 ▲25,768

　コールローン 10,000 10,000 -

　有価証券 628,602 643,515 14,912

　貸付金 51,813 49,692 ▲2,121

　有形固定資産 42,705 42,015 ▲689

　無形固定資産 267 341 73

　その他資産 85,043 84,448 ▲595

　繰延税金資産 68,229 68,095 ▲133

　貸倒引当金 ▲4,847 ▲3,696 1,150

　投資損失引当金 ▲60 ▲93 ▲33

　資 産 の 部 合 計 933,155 919,949 ▲13,205

（負債の部）

　保険契約準備金 787,104 773,224 ▲13,879

　　支払備金 99,821 97,098 ▲2,723

　　責任準備金 687,282 676,125 ▲11,156

　その他負債 33,815 32,949 ▲866

　退職給付引当金 232 239 6

　役員退職慰労引当金 90 181 91

　賞与引当金 173 631 457

　価格変動準備金 378 567 189

　再評価に係る繰延税金負債 2,408 2,408 -

　負債の部合計 824,203 810,202 ▲14,001

（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 ▲1,184 6,014

　自己株式 ▲204 ▲186 18

株主資本合計 94,257 100,290 6,033

　その他有価証券評価差額金 26,018 20,791 ▲5,226

　土地再評価差額金 ▲11,908 ▲11,908 -

評価・換算差額等合計 14,109 8,883 ▲5,226

　新株予約権 584 573 ▲11

　純資産の部合計 108,951 109,747 795

　負債及び純資産の部合計 933,155 919,949 ▲13,205

【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 933,155 2.2 919,949 ▲13,205 ▲1.4

純資産 108,951 141.4 109,747 795 0.7

（自己資本比率） 11.6 11.9

その他有価証券評価差額金 26,018 - 20,791 ▲5,226 ▲20.1

リスク管理債権 6,235 351.0 4,832 ▲1,402 ▲22.5

（リスク管理債権対貸付金比率） 12.0 9.7

項　　目
2010年3月期 2010年9月期

払戻積立金 ▲11,365百万円

安全資産へシフト
　公社債　　 +43,855百万円
　株式　  　 ▲5,728百万円
　外国証券　 ▲9,088百万円
　その他証券▲14,126百万円

普通備金 ▲1,765百万円
　　　　（主に火災で減少）
IBNR備金 ▲957百万円
　　　　（主に傷害で減少）

当中間純利益6,018百万円

有価証券の時価下落による減少
ただし、リスク資産圧縮により減
少は限定的
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２．主なポイント

(１)　正味収入保険料

 ・ 小規模代理店統廃合の影響等が続き減収となりましたが、その影響は縮小しており減収幅は改善

　しています。

　◇火　災　…　企業物件が減収するも不動産チャネルを中心に個人分野は増収

　◇傷　害　…　積立型商品等で減収

　◇自動車　…　小規模代理店統廃合により継続率が低下し減収。しかしながら、継続率は2010年9月に小規模代理店

　　　　　　　　統廃合実施前の水準まで回復し、小規模代理店の影響は一巡化。契約単価は引き続き上昇傾向

　◇新　種　…　賠償責任・費用利益など企業向け商品が減収

　◇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9月期 10年9月期

金額 増減額 増減率 金額 増減額 増減率

火　災 23,192 ▲1,182 ▲4.9% 22,827 ▲364 ▲1.6%

傷　害 14,071 ▲625 ▲4.3% 13,695 ▲375 ▲2.7%

自動車 76,134 ▲3,033 ▲3.8% 74,495 ▲1,639 ▲2.2%

新　種 7,464 ▲542 ▲6.8% 7,049 ▲414 ▲5.6%

海　上 752 ▲290 ▲27.9% 814 62 8.3%

自賠責 15,090 ▲3,740 ▲19.9% 15,056 ▲34 ▲0.2%

合　計 136,705 ▲9,414 ▲6.4% 133,939 ▲2,766 ▲2.0%

（一般計） 120,834 ▲5,723 ▲4.5% 118,078 ▲2,756 ▲2.3%

(２)　正味支払保険金

 ・火災保険において、3月に発生した強風災害の支払い等により8.7%増加したことから総合計では0.8％

　の増加となりました。

 ・損害率は、主力の自動車保険における上昇の影響もあり総合計で1.4ポイントの上昇となりました。

※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9月期 10年9月期 増減率 09年9月期 10年9月期 差

火　災 7,681 8,351 8.7% 火　災 35.1% 38.4% 3.3%

傷　害 6,116 6,001 ▲1.9% 傷　害 48.3% 48.1% ▲0.2%

自動車 46,808 47,208 0.9% 自動車 67.4% 69.0% 1.6%

新　種 4,434 4,262 ▲3.9% 新　種 64.3% 65.0% 0.7%

海　上 465 331 ▲28.9% 海　上 65.6% 43.6% ▲22.0%

自賠責 13,788 13,800 0.1% 自賠責 98.5% 98.5% 0.0%

合　計 79,294 79,955 0.8% 合　計 63.2% 64.6% 1.4%

（一般計） 65,505 66,155 1.0% （一般計） 59.2% 60.7% 1.5%
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(３)　正味事業費・事業費率

 ・事業費率は34.8％となり、前年同期の36.2%から更に低下しました。

※正味事業費推移 （単位：百万円）

09年9月期 10年9月期

金額 金額 増減額 増減率

事業費 49,544 46,627 ▲ 2,917 ▲5.9%

（うち人件費） 12,786 11,583 ▲ 1,203 ▲9.4%

（うち物件費） 10,762 9,535 ▲ 1,227 ▲11.4%

※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、異常危険準備金取崩が大幅に減少したことにより前年同期比で1,647百万円の減益

　となりましたが、事業費の削減等により4,218百万円の利益となりました。

※保険引受損益 （単位：百万円）

09年9月期 10年9月期 増減額

総合計 5,865 4,218 ▲ 1,647

※異常危険準備金積増額 （単位：百万円） ※異常危険準備金残高推移 （単位：百万円）

09年9月期 10年9月期 増減額 09年3月期 09年9月期 10年3月期 10年9月期

火　災 1,060 1,113 52 火　災 46,461 47,521 48,779 49,892

傷　害 441 421 ▲ 19 傷　害 15,310 15,752 16,133 16,555

自動車 ▲ 6,108 ▲ 2,541 3,567 自動車 20,377 14,268 4,929 2,388

新　種 300 284 ▲ 16 新　種 10,330 10,631 10,905 11,190

海　上 4 21 16 海　上 1,651 1,656 1,688 1,709

合　計 ▲ 4,300 ▲ 700 3,600 合　計 94,131 89,830 82,437 81,736

*マイナスは取崩

 ・コスト削減（物件費・人件費）を続けた結果、正味事業費は2,917百万円減少し46,627百万円
　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

46,627百万円

55,371百万円

49,544百万円

37.9%

36.2%

34.8%

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

08年9月期 09年9月期 10年9月期

正
味
事
業
費
（

百
万
円
）

33%

34%

35%

36%

37%

38%

39%

事
業
費
率
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(５)　資産運用損益

 ・前年同期との比較においては、利息及び配当金収入は425百万円増加しました。

　有価証券売却損益等は有価証券売却損益の減少の一方、ヘッジコストの減少もあり、

　1,744百万円増加しました。有価証券償還損の減少もあり、結果、資産運用損益は

　前年同期比2,868百万円増加しました。

 ・ここもとの金利低下・円高基調のなか、従前より、外国証券等のリスク資産から

　公社債への投資にシフトしてきた結果、含み損益は前年同期比+14,000百万円の

　大幅増となりました。

　

有価証券残高 （単位：百万円）
09年9月期 10年9月期 増減額

公社債 263,587 395,190 131,603
株式 60,267 52,864 ▲ 7,403
外国証券 167,329 109,656 ▲ 57,673
（うち為替ヘッジなし） (54,168) (7,329) (▲ 46,839)
その他証券 112,021 85,803 ▲ 26,217
合計 603,205 643,515 40,309

評価差額※ 17,788 31,788 14,000
※評価差額は、帳簿価額と貸借対照表計上額との差額。

（単位：百万円）

09年9月期 10年9月期 増減額

利息及び配当金収入 7,901 8,326 425

有価証券評価損 ▲436 ▲732 ▲295

有価証券売却損益等 530 2,275 1,744

有価証券売却損益 5,773 2,406 ▲3,367

その他運用収益・費用 ▲56 ▲88 ▲31

為替差損 ▲1 ▲11 ▲10

金融派生商品収益・費用 ▲5,184 ▲30 5,154

積立保険料等運用益振替 ▲4,720 ▲4,349 371

有価証券償還損 ▲589 - 589

投資経費 ▲683 ▲650 33

資産運用損益 2,001 4,869 2,868

‐5‐



(６)　中間純利益

 ・経常利益が9,881百万円、特別損益が▲436百万円となり、税引前中間純利益は、前年同期比4,595

　百万円増益の9,444百万円となりました。

 ・中間純利益は、前年同期比2,732百万円増益の6,018百万円となりました。

(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、中間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610.3％となりました。（前年度末　602.0％）

（単位：百万円）

10年3月期 10年9月期 差

マージン総額 245,213 246,640 1,426

（うち資本金等） 94,842 100,863 6,021

（うち評価差額金） 33,171 28,610 ▲4,561

リスク合計額 81,457 80,816 ▲641

（うち資産運用リスク） 27,515 27,370 ▲145

（うち巨大災害リスク） 45,678 45,193 ▲484

ソルベンシー・マージン比率 602.0% 610.3% 8.3%

＊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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1,109,620 1,157,936 4.4 919,949
1,031,247 1,045,550 1.4 810,202

78,373 112,386 43.4 109,747
9,610 24,587 155.8 20,791

184,518 204,716 10.9 169,612

5,604 8,343 48.9 9,881

5,198 7,872 51.4 9,444

3,431 4,971 44.9 6,018

* 連単倍率 1.04 0.83

（連結各社の概要） （単位：百万円）

3,285 6,018
130 △ 1,148  *連結仕訳(親子間取引の消去等）があるため、各社の

10 44  　単純合計と連結中間純利益は一致しません。

△ 3 1 　 

  中間純利益は4,971百万円、連単倍率は0.83となりました。
  中間連結損益計算書における各子会社の状況は次のとおりです。

 ・富士生命 ・純損益は、責任準備金等繰入額の増加等の影響により、前年同期（130百万円）から1,279百万円減少し

 △1,148百万円の純損失となりました。

・生命保険料収入は44,047百万円となり、前年同期（17,345百万円）に比べ26,701百万円の増加となりました。

・保険引受費用は、前年同期（16,721百万円）に比べ29,017百万円増加し、45,739百万円となりました。

・営業費及び一般管理費は、前年同期（2,556百万円）に比べ267百万円増加の2,823百万円となりました。

・利息及び配当金収入は、前年同期（1,800百万円)に比べ275百万円増加の2,075百万円となりました。

 ・AMERICAN FUJI ・純損益は44百万円となり、前年同期（10百万円）に比べ33百万円増加しました。

・事業費は前年同期（119百万円）から31百万円増加し、150百万円となりました。

・利息及び配当金収入は、前年同期（201百万円）に比べ36百万円減少し、164百万円となりました。

・支払備金の戻入額は、前年同期（11百万円）に比べ101百万円増加し、113百万円となりました。

 ・FUJI INTERNATIONAL ・純損益は1百万円となり、前年同期（△3百万円）に比べ4百万円増加しました。

・事業費は、前年同期（33百万円）に比べ18百万円減少し、14百万円となりました。

・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4百万円となりました。

  なお、前年同期は13百万円でした。

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27,292百万円の流入、投資活動が46,473百万円の流出、財務活動が193百万円の流出となり、
合計19,665百万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 前年同期に比べ、営業活動ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは21,575百万円増加しています。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      23,936百万円 支払保険金（生命保険金等含む）の増加     　1,384百万円
事業費（損調費含む）の減少                    2,391百万円 法人税等の支払・還付の収支　          　  　 　3,550百万円
営業債権・債務の増減による収支              2,077百万円 収入積立保険料の減少              　        　 　1,141百万円

利息及び配当金等の受取額の減少                603百万円

・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、46,473百万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（△184,195百万円）、有価証券の売却・償還収入（134,181百万円）
貸付による支出（△9,924百万円）、貸付金回収による収入（11,471百万円）
３ヶ月超定期預金の減少による収入（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193百万円の流出にとどまっています。

　　中間純利益

   [損益計算書関係]

　　経常収益

　　経常利益

　　税金等調整前中間純利益

　　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2四半期
（2009年９月期）

当第2四半期期
（2010年９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

△ 157△ 12,6865,717

27,292 △ 193△ 46,473

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 2 四 半 期
（ 2009 年 ９ 月 期 ）

当 第 2 四 半 期
（ 2010 年 ９ 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2四半期　 連結決算概要

 

前 第 2 四 半 期
中 間 純 利 益 ( 又 は 純 損 失 )

当 第 2 四 半 期
中 間 純 利 益 ( 又 は 純 損 失 )

△ 19,665

△ 6,623

 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

富士火災
連結
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１．損益の概況
（単位：百万円）

2009年9月期 2010年9月期 増減 増減率

経常収益 25,982 53,163 27,180 104.6%
保険料等収入 23,713 50,328 26,614 112.2%
資産運用収益 2,177 2,129 ▲48 ▲2.2%
その他経常収益 90 705 615 678.9%

経常費用 25,520 54,568 29,048 113.8%
保険金等支払金 9,315 9,952 636 6.8%
責任準備金等繰入額 11,759 38,404 26,644 226.6%
資産運用費用 4 15 10 226.9%
事業費 4,170 5,824 1,653 39.7%
その他経常費用 269 371 102 37.9%

経常利益（▲経常損失） 462 ▲1,405 ▲1,867 ▲403.9%
特別利益 - 0 0
特別損失 35 31 ▲3 ▲11.0%
契約者配当準備金繰入額 172 290 117 68.2%
税引前当期純利益（▲純損失） 254 ▲1,727 ▲1,981 ▲778.6%
法人税及び住民税等 124 ▲578 ▲702 ▲566.4%
当期純利益（▲純損失） 130 ▲1,148 ▲1,279 ▲980.2%

・銀行窓販による個人年金の保険料を約200億円計上したこと等により、
　保険料等収入は大幅に伸び、前年同期比112.2％の増加
・上記を除いたベースでもＥ-終身、ゴールドメディ（無解約返戻金型医療保険）の好調、
　富士生命独自チャネルの伸びにより保険料収入は前年同期比27.9％の増加
・保有契約の増加により責任準備金等繰入額も前年同期比226.6％の増加と大幅な伸び
・経常損益は新契約の大幅な増加に伴う新契約獲得費用の初年度の負担が影響して1,405百万円
　の損失を計上

２．主要な経営諸指標の推移
（単位：百万円）

2010年3月期 2010年9月期 差
総資産 206,890 246,357 39,467
純資産 13,258 14,165 906
（自己資本比率） 6.4% 5.7% ▲0.7%
その他有価証券評価差額金 1,454 3,509 2,055

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9月期 差
ソルベンシー・マージン総額 29,951 31,962 2,010
リスクの合計額 1,848 2,083 234
ソルベンシー・マージン比率 3240.7% 3068.5% ▲172.2%

平成23年3月期 第2四半期　富士生命決算概要
富士生命
単体
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