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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 311,583 11.0 16,198 69.8 7,973 36.7
22年3月期第3四半期 280,649 △2.4 9,542 ― 5,831 ―

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3四半期 11.39 11.39
22年3月期第3四半期 10.75 10.74

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3四半期 1,161,763 107,347 9.2 152.63
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3四半期  106,775百万円 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  有  
 

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）

0.00 0.00

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 

（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 
 ・業績の見通しについての説明を、添付資料２ページ「１．（３）連結業績予想に関する定性的情報」に記載しておりますので、ご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、添付資料３ペ－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3Q 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3Q  697,577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3Q 699,546,219株 22年3月期3Q 542,339,342株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間における世界経済は、失業率が高止まるなど下押し要因は依然としてあるものの、景

気刺激策の効果もあり、景気は緩やかに回復しております。わが国経済は、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念が

依然残っている一方で、企業収益の改善や設備投資など一部に持ち直しに向けた動きが見られます。 

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３四半期連結累計期間の当社グ

ループの業績は次のとおりとなりました。 

経常収益は3,115億円となり、経常費用は2,953億円となりました。この結果、経常利益は前年同期に比べ66億円

増加し、161億円となりました。経常利益に特別利益、特別損失、法人税等合計を加減した純利益は、前年同期に

比べ21億円増加し、79億円となりました。 

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、1,998億円と

なりました。一方、保険引受費用のうち正味支払保険金は、1,197億円となりました。また、資産運用面では、利

息及び配当金収入が113億円となりました。 

事業運営におきましては、平成22年12月にリニューアル商品として発売しました医療総合保険「みんなの健保

２」が、“必要な補償だけを選べる”という商品コンセプトが支持され好調に推移しております。 

②生命保険事業 

生命保険事業におきましては、新契約高は2,712億円、保有契約高は、2兆3,413億円となりました。収支の状況

につきましては収入面では、生命保険料は562億円となりました。一方、支出面では、生命保険金等は52億円とな

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293億円増加し1兆1,617億円となりました。また、負債につき

ましては前連結会計年度末に比べ328億円増加し1兆544億円となりました。純資産につきましては前連結会計年度

末に比べ35億円減少し1,073億円となりました。 

（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。 

なお、平成22年12月16日に政府の税制調査会により公表された平成23年度税制改正大綱において、平成23年度税

制改正で国税と地方税を合わせた法人実効税率を約５％引き下げること等が示されております。かかる法人実効税

率の引下げ等に関する法案が平成23年３月31日までに成立し、公布された場合には、法人実効税率の引下げ等に伴

って繰延税金資産の一部取り崩しが必要になり当期純利益の減少が見込まれます。 

もし、平成22年12月31日現在で、国税と地方税を合わせた法人実効税率が約５％引き下げられた場合、同日現在

の繰延税金資産は94億円の取り崩しが必要となり、そのうち、当期純利益への影響は108億円の減少となります。

なお、法人実効税率の引下げ以外の税制変更による影響は、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。 

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 

貸倒実績率等が中間連結会計期間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、中間連結会計期間

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） 

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11百万円、税金等調整前四半期純利益は255百万円減少

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310百万円であります。 

（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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 25,781 58,072

コールローン 9,001 12,000

買入金銭債権 212 444

金銭の信託 221 239

有価証券 872,665 803,607

貸付金 55,797 62,008

有形固定資産 41,659 42,749

無形固定資産 505 275

その他資産 94,102 89,240

繰延税金資産 65,524 68,665

貸倒引当金 △3,613 △4,849

投資損失引当金 △93 △60

資産の部合計 1,161,763 1,132,392

負債の部   

保険契約準備金 1,018,707 982,399

支払備金 101,643 105,192

責任準備金等 917,063 877,206

その他負債 29,985 35,534

退職給付引当金 260 240

役員退職慰労引当金 209 94

賞与引当金 523 173

特別法上の準備金 908 635

価格変動準備金 908 635

繰延税金負債 1,413 34

再評価に係る繰延税金負債 2,408 2,408

負債の部合計 1,054,416 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 4,978 △2,991

自己株式 △186 △204

株主資本合計 106,435 98,448

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,889 27,665

土地再評価差額金 △11,908 △11,908

為替換算調整勘定 △4,641 △3,917

評価・換算差額等合計 339 11,838

新株予約権 571 584

純資産の部合計 107,347 110,871

負債及び純資産の部合計 1,161,763 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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

経常収益 280,649 311,583

保険引受収益 262,891 279,399

（うち正味収入保険料） 204,543 199,523

（うち収入積立保険料） 14,437 13,153

（うち積立保険料等運用益） 7,103 6,584

（うち生命保険料） 27,444 56,548

（うち支払備金戻入額） － 3,297

（うち責任準備金等戻入額） 9,227 －

資産運用収益 17,425 30,898

（うち利息及び配当金収入） 14,532 14,526

（うち金銭の信託運用益） 1 0

（うち有価証券売却益） 9,256 22,948

（うち積立保険料等運用益振替） △7,103 △6,584

その他経常収益 332 1,286

経常費用 271,107 295,385

保険引受費用 216,682 254,152

（うち正味支払保険金） 120,531 119,657

（うち損害調査費） 10,986 9,768

（うち諸手数料及び集金費） 39,765 40,278

（うち満期返戻金） 40,303 38,468

（うち生命保険金等） 4,404 5,348

（うち支払備金繰入額） 306 －

（うち責任準備金等繰入額） － 40,137

資産運用費用 9,909 2,405

（うち有価証券売却損） 1,065 507

（うち有価証券評価損） 1,578 621

（うち金融派生商品費用） 5,719 280

営業費及び一般管理費 42,191 37,561

その他経常費用 2,323 1,266

（うち支払利息） 135 148

（うち貸倒引当金繰入額） 1,682 －

経常利益 9,542 16,198

特別利益 368 3

特別損失 672 544

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 355 272

価格変動準備金繰入額 355 272

その他 316 28

税金等調整前四半期純利益 9,237 15,657

法人税及び住民税等 2,727 275

過年度法人税等 585 －

法人税等調整額 93 7,408

法人税等合計 3,405 7,683

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,973

四半期純利益 5,831 7,973
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 9,237 15,657

減価償却費 1,613 1,568

減損損失 227 －

支払備金の増減額（△は減少） 110 △3,265

責任準備金等の増減額（△は減少） △9,446 39,857

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,643 △1,235

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41 20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △46 115

賞与引当金の増減額（△は減少） 241 349

価格変動準備金の増減額（△は減少） 355 272

利息及び配当金収入 △14,532 △14,526

有価証券関係損益（△は益） △5,246 △21,133

支払利息 135 148

為替差損益（△は益） 5 23

貸付金関係損益（△は益） 367 261

有形固定資産関係損益（△は益） △279 24

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）

△4,157 △1,635

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）

△4,608 △5,336

その他 5,400 814

小計 △18,937 11,979

利息及び配当金の受取額 15,482 13,959

利息の支払額 △135 △148

法人税等の支払額 △869 △1,719

法人税等の還付額 3,177 244

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,282 24,315

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） △759 2,397

買入金銭債権の取得による支出 △2,130 △895

買入金銭債権の売却・償還による収入 2,431 1,099

金銭の信託の増加による支出 △1 △0

有価証券の取得による支出 △204,226 △345,080

有価証券の売却・償還による収入 162,881 280,582

貸付けによる支出 △8,602 △12,764

貸付金の回収による収入 12,345 18,713

その他 △6,353 △10

資産運用活動計 △44,415 △55,959

営業活動及び資産運用活動計 △45,697 △31,644

有形固定資産の取得による支出 △255 △480

有形固定資産の売却による収入 6,307 118

その他 △0 △243

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,363 △56,565
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 △1 △1

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 △229 △291

財務活動によるキャッシュ・フロー △235 △293

現金及び現金同等物に係る換算差額 272 △305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △39,609 △32,848

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 46,483 34,062
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該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（責任準備金） 

保険業法第116条に基づく責任準備金のうち再保険に係る未経過保険料の計算は、従来より、同施行規則第70条

及び第71条の規定に則り算出しておりますが、今般、同規定のもとで、より精緻なデータを捕捉するシステム整備

の完了に伴い、当第３四半期連結会計期間より当該データに基づき計算しております。 

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四半期純利益は10,321百

万円少なく計上されております。 

（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

（６）追加情報
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４． (参考) 個別財務諸表等 

（単位：百万円） 

  

 (１) (参考) 四半期貸借対照表  単 体 

  

科目 

当第３四半期 

会計期間末 

（平成22年12月31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 

コールローン 

有価証券 

貸付金 

有形固定資産 

無形固定資産 

その他資産 

繰延税金資産 

貸倒引当金 

投資損失引当金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,036

7,000

653,566

45,572

41,615

450

89,909

65,576

△3,611

△93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,400

10,000

628,602

51,813

42,705

267

85,043

68,229

△4,847

△60

資産の部合計  917,021  933,155

負債の部 

保険契約準備金 

支払備金 

責任準備金 

その他負債 

未払法人税等 

リース債務 

資産除去債務 

その他の負債 

退職給付引当金 

役員退職慰労引当金 

賞与引当金 

特別法上の準備金 

価格変動準備金 

再評価に係る繰延税金負債 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

776,441

96,910

679,530

28,288

398

1,220

302

26,367

244

205

523

612

612

2,408

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

787,104

99,821

687,282

33,815

1,170

1,409

31,235

232

90

173

378

378

2,408

負債の部合計  808,723  824,203

純資産の部 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

自己株式 

株主資本合計 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

土地再評価差額金 

評価・換算差額等合計 

新株予約権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,981

45,679

4,164

△186

105,638

13,995

△11,908

2,087

571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,981

45,679

△7,198

△204

94,257

26,018

△11,908

14,109

584

純資産の部合計  108,297  108,951

負債及び純資産の部合計  917,021  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３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31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 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

269,331

254,568

204,728

14,437

7,103

28,284

14,038

11,572

8,830

△7,103

724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260,320

230,306

199,866

13,153

6,584

2,911

7,752

27,416

11,153

22,839

△6,584

2,597

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） 

（うち支払備金繰入額） 

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） 

（うち貸倒引当金繰入額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260,012

209,598

120,380

10,975

37,256

40,303

458

9,849

1,006

1,578

5,719

38,220

2,344

134

1,704

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

241,988

204,693

119,627

9,704

36,536

38,468

2,400

505

621

280

33,629

1,265

148

経常利益  9,318  18,332

特別利益 

特別損失 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 

特別法上の準備金繰入額 

価格変動準備金繰入額 

その他 

 

 

－ 

 

 

 

368

634

317

317

316

 

 

 

 

 

 

1

494

238

234

234

20

税引前四半期純利益 

法人税及び住民税 

過年度法人税等 

法人税等調整額 

法人税等合計 

 

 

 

 

 

9,052

2,544

585

110

3,240

 

 

－ 

 

 

17,839

200

6,270

6,471

四半期純利益  5,812  11,367
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(単位：百万円)

  

  

５．補足情報

（１）当四半期の損益状況（連結）

  連 結 

区分 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日） 

比較増減 
増減率 

（％） 

  

経 

  

常 

  

損 

 

益 

保険引受収益  262,891 279,399 16,507 6.3 

（うち正味収入保険料） ( ) 204,543 ( ) 199,523 (△5,020) (△2.5)

（うち収入積立保険料） ( ) 14,437 ( ) 13,153 (△1,283) (△8.9)

（うち生命保険料）  ( ) 27,444 ( ) 56,548 (29,103) (106.0)

保険引受費用 216,682 254,152 37,469 17.3 

（うち正味支払保険金）  ( ) 120,531 ( ) 119,657 (△873) (△0.7)

（うち損害調査費）  ( ) 10,986 ( ) 9,768 (△1,217) (△11.1)

（うち諸手数料及び集金費） ( ) 39,765 ( ) 40,278 (513) (1.3)

（うち満期返戻金）  ( ) 40,303 ( ) 38,468 (△1,835) (△4.6)

（うち生命保険金等）  ( ) 4,404 ( ) 5,348 (944) (21.4)

資産運用収益 17,425 30,898 13,472 77.3

（うち利息及び配当金収入） ( ) 14,532 ( ) 14,526 (△6) (△0.0)

（うち有価証券売却益）  ( ) 9,256 ( ) 22,948 (13,691) (147.9)

資産運用費用 9,909 2,405 △7,504 △75.7

（うち有価証券売却損）  ( ) 1,065 ( ) 507 (△557) (△52.4)

（うち有価証券評価損） ( ) 1,578 ( ) 621 (△956) (△60.6)

（うち金融派生商品費用） ( ) 5,719 ( ) 280 (△5,439) (△95.1)

営業費及び一般管理費  42,191 37,561 △4,630 △11.0

その他経常損益  △1,991 19 2,011 －

経常利益 9,542 16,198 6,656 69.8

特

別

損

益 

特別利益  368  3  △364  △99.1

特別損失   672  544  △128 △19.1

特別損益  △304 △540 △236 －

税金等調整前四半期純利益  9,237  15,657  6,419 69.5

法人税及び住民税等  

過年度法人税等 

 

 

2,727

585

 

 

275

－

 

 

△2,452

△585

 

△100.0

△89.9

法人税等調整額   93  7,408  7,315 －

法人税等合計  3,405  7,683  4,277 125.6

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,973 － －

四半期純利益 5,831 7,973 2,141 36.7
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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３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12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  53,012  22.2  △2.1  51,542  22.2  △2.8

海上  1,069  0.4  △30.2  1,232  0.5  15.3

傷害  33,665  14.1  △10.8  32,062  13.8  △4.8

自動車  115,127  48.1  △3.9  112,261  48.4  △2.5

自動車損害賠償責任  24,414  10.2  △15.0  23,448  10.1  △4.0

その他  12,074  5.0  △7.5  11,516  5.0  △4.6

合計  239,362  100.0  △6.1  232,064  100.0  △3.0

 （うち収入積立保険料） (14,437) (6.0) (△20.2) (13,153) (5.7) (△8.9)

区分 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12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  35,887  17.5  △2.4  34,578  17.3  △3.6

海上  1,106  0.5  △28.3  1,205  0.6  9.0

傷害  20,797  10.2  △5.5  20,347  10.2  △2.2

自動車  114,178  55.8  △3.9  111,714  55.9  △2.2

自動車損害賠償責任  22,039  10.8  △14.9  21,728  10.9  △1.4

その他  10,716  5.2  △7.3  10,297  5.1  △3.9

合計  204,727  100.0  △5.5  199,871  100.0  △2.4

区分 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12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  12,423  10.3  △0.4  11,845  9.9  △4.7

海上  654  0.6  18.3  463  0.4  △29.2

傷害  9,314  7.7  3.2  9,108  7.6  △2.2

自動車  70,626  58.6  △2.5  71,247  59.5  0.9

自動車損害賠償責任  20,880  17.3  △3.9  20,828  17.4  △0.2

その他  6,666  5.5  △5.6  6,253  5.2  △6.2

合計  120,566  100.0  △2.2  119,746  100.0  △0.7
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）１．当四半期連結会計期間の「その他」はすべて投資信託受益証券（取得原価22,586百万円、四半期連結

貸借対照表計上額30,012百万円、差額7,425百万円）であります。 

２．当四半期連結累計期間において、その他有価証券で時価があるものについて618百万円減損処理を行

っております。 

なお、当該有価証券の減損にあたっては、四半期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 

  
四半期連結貸借対照表計上額

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

公社債 135,110 141,911 6,800

合計 135,110 141,911 6,800

  
取得原価 

（百万円） 

四半期連結貸借対照表計上額

（百万円） 

差額 

（百万円） 

公社債 540,884 551,489 10,605

株式 34,709 42,548 7,839

外国証券 107,764 107,707 △56

その他 22,586 30,012 7,425

合計 705,945 731,758 25,813
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（単位：百万円）

（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）当四半期の損益状況（単体）

  単 体 

区分 

前第３四半期累計期間 

(自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年４月１日 

至 平成22年12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） 239,211 232,050 △7,160 △3.0 

（元受正味保険料）  (224,773)  (218,896) (△5,877) (△2.6)

  

経 

  

常 

  

損 

  

益 

保険引受収益 254,568 230,306 △24,262 △9.5 

（うち正味収入保険料）  (204,728)  (199,866) (△4,862) (△2.4)

（うち収入積立保険料）  (14,437)  (13,153) (△1,283) (△8.9)

保険引受費用 209,598 204,693 △4,905 △2.3 

（うち正味支払保険金）  (120,380)  (119,627) (△752) (△0.6)

（うち損害調査費）  (10,975)  (9,704) (△1,271) (△11.6)

（うち諸手数料及び集金費）  (37,256)  (36,536) (△720) (△1.9)

（うち満期返戻金）  (40,303)  (38,468) (△1,835) (△4.6)

資産運用収益 14,038 27,416 13,378 95.3 

（うち利息及び配当金収入）  (11,572)  (11,153) (△418) (△3.6)

（うち有価証券売却益）  (8,830)  (22,839) (14,008) (158.6)

資産運用費用 9,849 2,400 △7,448 △75.6 

（うち有価証券売却損）  (1,006)  (505) (△500) (△49.8)

（うち有価証券評価損）  (1,578)  (621) (△956) (△60.6)

（うち金融派生商品費用）  (5,719)  (280) (△5,439) (△95.1)

営業費及び一般管理費 38,220 33,629 △4,590 △12.0 

（保険引受に係る営業費及び一般管理費）  (36,932)  (32,447) (△4,485) (△12.1)

その他経常損益 △1,619 1,332 2,952 － 

経常利益 9,318 18,332 9,013 96.7 

  （保険引受利益又は損失(△)）  (7,801)  (△6,758) (△14,559) (△186.6)

特

別

損

益 

特別利益  368  1  △367  △99.6

特別損失  634  494  △140 △22.1 

特別損益 △266 △492 △226 － 

税引前四半期純利益  9,052  17,839  8,786 97.1 

法人税及び住民税 

過年度法人税等 

 

 

2,544

585

 

－ 

200  

 

△2,343

△585

 

△100.0 

△92.1

法人税等調整額  110  6,270  6,160 5,562.7 

法人税等合計  3,240  6,471  3,231 99.7 

四半期純利益 5,812 11,367 5,555 95.6 

諸 

比 

率 

 正味損害率 

 正味事業費率 

 % 

 

64.2

36.2

 % 

 

64.7

34.5

－ 

－ 

－ 

－ 
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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 

前第３四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12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  46,383  20.6  △0.7  45,428  20.8  △2.1

海上  1,028  0.5  △30.7  1,224  0.6  19.0

傷害  25,859  11.5  △4.7  25,051  11.4  △3.1

自動車  115,127  51.2  △3.9  112,261  51.3  △2.5

自動車損害賠償責任  24,414  10.9  △15.0  23,448  10.7  △4.0

その他  11,960  5.3  △6.7  11,481  5.2  △4.0

合計  224,773  100.0  △5.0  218,896  100.0  △2.6

区分 

前第３四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12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  35,887  17.5  △2.4  34,578  17.3  △3.6

海上  1,111  0.5  △27.3  1,206  0.6  8.6

傷害  20,797  10.2  △5.5  20,347  10.2  △2.2

自動車  114,178  55.8  △3.9  111,714  55.9  △2.2

自動車損害賠償責任  22,039  10.8  △14.9  21,728  10.9  △1.4

その他  10,714  5.2  △7.7  10,291  5.1  △3.9

合計  204,728  100.0  △5.5  199,866  100.0  △2.4

区分 

前第３四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12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  12,372  0.0  36.4  11,797  △4.7  35.9

海上  625  23.4  60.2  437  △30.1  39.2

傷害  9,314  3.2  49.9  9,108  △2.2  49.0

自動車  70,620  △2.5  67.9  71,247  0.9  69.3

自動車損害賠償責任  20,880  △3.9  102.6  20,828  △0.2  102.7

その他  6,566  △6.6  66.6  6,208  △5.4  64.9

合計  120,380  △2.2  64.2  119,627  △0.6  64.7
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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３四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について中間

会計期間末（平成22年9月30日）の数値を使用する等、計算の一部を簡便化し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 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成22年12月31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  245,370  245,213

資本金又は基金等  106,210  94,842

価格変動準備金  612  378

危険準備金  56  56

異常危険準備金  123,387  120,558

一般貸倒引当金  2,373  2,270

その他有価証券の評価差額（税効果控除前）  19,095  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  212  91

(B) リスクの合計額 

 
 74,081  81,457

一般保険リスク（Ｒ１）  16,022  16,115

第三分野保険の保険リスク（Ｒ２）  －  －

予定利率リスク（Ｒ３）  1,321  1,349

資産運用リスク（Ｒ４）  21,561  27,515

経営管理リスク（Ｒ５）  2,477  2,719

巨大災害リスク（Ｒ６）  43,670  45,678

(C) ソルベンシー・マージン比率 

〔(A）／｛(B）×１／２｝〕×100 
％ 662.4 ％ 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。  

  

  

（７）生命保険関係（富士生命保険株式会社）

  生 保 

区分 

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31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  1,773,208  7.7  1,647,170

個人年金保険  53,437  95.9  27,280

団体保険  514,750  12.9  455,885

区分 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31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  203,748  203,748    －   241,729  241,729 － 

個人年金保険  5,017  5,017  －   27,856  27,856 － 

団体保険  1,718  1,718  －   1,660  1,660 － 
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（８）当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）における証券化商品への投資及び 

サブプライム関連投資の状況（単体） 

  
〔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12月末基準で 

408百万円です。 

  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  2,928  －  －  －

  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   2,928  －  －  －

  CDO等へ投資を行うSIV   －  －  －  －
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平成２３年３月期 第３四半期
決 算 説 明 資 料

平成２３年２月１０日

富士火災海上保険株式会社



平成23年3月期 第３四半期 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・火災等で減収したことから種目合計で▲2.4％の減収となりました。

　しかし、前年同期の▲5.5％と比べると減収幅は改善しました。

 ・正味支払保険金は、自動車で増加したものの、それ以外の種目で減少し、全体で▲0.6％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）の結果、5,205百万円減少し増減率は▲7.0％となりました。

 ・営業収支残は、前年同期比2,365百万円増加して1,549百万円となりました。

 ・保険引受損益は、普通責任準備金積増額及び異常危険準備金積増額が大幅に増加したことにより前年同期比

　で14,559百万円減益の▲6,758百万円となりました。普通責任準備金の大幅な積増については、再保険に係る

　未経過保険料に関してシステム整備を行い、より合理的で保守的な算出を行ったことによるものです。

 ・資産運用に関してリスク性資産の圧縮を積極的に進めた結果、有価証券売却益が大幅に増加しました。加えて

　ヘッジコストが減少したこともあり、資産運用損益は前年同期比20,900百万円増益の24,067百万円となりました。

 ・貸倒引当金について、前期は1,704百万円の繰入を行いましたが、当期は971百万円の戻入になったため、

　その他損益は2,672百万円増加しました。

 ・これらの結果、経常利益は前年同期比9,013百万円増益の18,332百万円となりました。

 ・特別損益は、資産除去債務会計基準適用等により、▲492百万円となりました。

 ・以上の結果、税引前四半期純利益は、前年同期比8,786百万円増益の17,839百万円、四半期純利益は、

　前年同期比5,555百万円増益の11,367百万円となりました。

【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（+） 204,728 ▲5.5 199,866 ▲4,862 ▲2.4

正味支払保険金（-） 120,380 ▲2.2 119,627 ▲752 ▲0.6

損害調査費（-） 10,975 ▲14.5 9,704 ▲1,271 ▲11.6

事業費（-） 74,188 ▲9.8 68,983 ▲5,205 ▲7.0

営業収支残 ▲816 - 1,549 2,365 -

支払備金積増額（-） 458 - ▲2,911 ▲3,369 ▲734.7

普通責任準備金積増額（-） ▲715 ▲116.5 10,883 11,599 -

異常危険準備金積増額（-） ▲7,036 - 1,441 8,477 -

その他（+） 1,323 7.3 1,105 ▲218 ▲16.5

保険引受損益 7,801 - ▲6,758 ▲14,559 ▲186.6

資産運用収益（+） 14,038 ▲9.7 27,416 13,378 95.3

（うち有価証券売却益） 8,830 60.9 22,839 14,008 158.6

資産運用費用（-） 9,849 ▲89.8 2,400 ▲7,448 ▲75.6

（うち金融派生商品費用） 5,719 30.6 280 ▲5,439 ▲95.1

投資経費（-） 1,021 ▲12.0 948 ▲72 ▲7.1

資産運用損益 3,167 - 24,067 20,900 659.9

その他損益（+） ▲1,649 - 1,022 2,672 -

経常利益 9,318 - 18,332 9,013 96.7

特別損益（+） ▲266 ▲110.7 ▲492 ▲226 -

税引前四半期純利益 9,052 - 17,839 8,786 97.1

法人税及び住民税（-） 3,129 84.5 200 ▲2,928 ▲93.6

法人税等調整額（-） 110 - 6,270 6,160 5,562.7

四半期純利益 5,812 - 11,367 5,555 95.6

損害率 64.2 64.7

事業費率 36.2 34.5

収支残率 ▲ 0.4 0.8

コンバインドレシオ 100.4 99.2

※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12月期

諸
比
率

項　　目
2010年12月期

富士火災
単体

コスト削減（物件
費・人件費）

減収幅が縮小

再保険に係る未経
過保険料のシステ
ム整備により積増
額が増加

リスク資産の圧縮
を積極的に推進し
た結果、売却益が
大幅に増加

貸倒引当金繰入
額減少

普通備金
▲1,514百万円
IBNR備金
▲1,396百万円

異常危険準備金取
崩の減少

ヘッジコスト減
少
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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12月期 増減額

（資産の部）

　現金及び預貯金 51,400 17,036 ▲34,363

　コールローン 10,000 7,000 ▲3,000

　有価証券 628,602 653,566 24,963

　貸付金 51,813 45,572 ▲6,241

　有形固定資産 42,705 41,615 ▲1,090

　無形固定資産 267 450 182

　その他資産 85,043 89,909 4,865

　繰延税金資産 68,229 65,576 ▲2,652

　貸倒引当金 ▲4,847 ▲3,611 1,235

　投資損失引当金 ▲60 ▲93 ▲33

　資 産 の 部 合 計 933,155 917,021 ▲16,133

（負債の部）

　保険契約準備金 787,104 776,441 ▲10,663

　　支払備金 99,821 96,910 ▲2,911

　　責任準備金 687,282 679,530 ▲7,752

　その他負債 33,815 28,288 ▲5,527

　退職給付引当金 232 244 11

　役員退職慰労引当金 90 205 115

　賞与引当金 173 523 349

　価格変動準備金 378 612 234

　再評価に係る繰延税金負債 2,408 2,408 -

　負債の部合計 824,203 808,723 ▲15,479

（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 4,164 11,363

　自己株式 ▲204 ▲186 17

株主資本合計 94,257 105,638 11,381

　その他有価証券評価差額金 26,018 13,995 ▲12,022

　土地再評価差額金 ▲11,908 ▲11,908 -

評価・換算差額等合計 14,109 2,087 ▲12,022

　新株予約権 584 571 ▲13

　純資産の部合計 108,951 108,297 ▲654

　負債及び純資産の部合計 933,155 917,021 ▲16,133

【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 2.2 917,021 ▲16,133 ▲1.7

純資産 108,951 141.4 108,297 ▲654 ▲0.6

（自己資本比率） 11.6 11.7

リスク管理債権 6,235 351.0 4,614 ▲1,621 ▲26.0

（リスク管理債権対貸付金比率） 12.0 10.1

項　　目
2010年3月期 2010年12月期

払戻積立金　　 ▲20,191百万円
普通責任準備金  +10,883百万円
（うち未経過保険料の変更に係る
　影響額　　　　+10,321百万円）
異常危険準備金　 +1,441百万円

安全資産へシフト
　公社債　  +109,222百万円
　株式　  　 ▲6,851百万円
　外国証券　 ▲9,167百万円
　その他証券▲68,239百万円

普通備金 ▲1,514百万円
　　　　（主に火災で減少）
IBNR備金 ▲1,396百万円
　　　　（主に傷害で減少）

リスク資産圧縮により将来減算一
時差異が減少
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２．主なポイント

(１)　正味収入保険料

 ・正味収入保険料は、種目合計で▲2.4％の減収となりましたが、前年同期の▲5.5％と比べ減収幅は

　改善しています。

　◇火　災　…　不動産チャネルを中心に個人分野は増収するも企業物件の落ち込みが大きく火災全体では減収

　◇傷　害　…　積立型商品の減収等が影響し傷害全体では減収となったが、12月に投入した医療保険の新商品

　　　　　　　　の効果等により減収幅は改善

　◇自動車　…　第3四半期以降、継続率は回復・上昇したが、9月まで小規模代理店統廃合の影響が残ったこと等

　　　　　　　　により減収

　◇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12月期 10年12月期

金額 増減額 増減率 金額 増減額 増減率

火　災 35,887 ▲875 ▲2.4% 34,578 ▲1,308 ▲3.6%

傷　害 20,797 ▲1,216 ▲5.5% 20,347 ▲450 ▲2.2%

自動車 114,178 ▲4,612 ▲3.9% 111,714 ▲2,464 ▲2.2%

新　種 10,714 ▲892 ▲7.7% 10,291 ▲423 ▲3.9%

海　上 1,111 ▲416 ▲27.3% 1,206 95 8.6%

自賠責 22,039 ▲3,844 ▲14.9% 21,728 ▲311 ▲1.4%

合　計 204,728 ▲11,857 ▲5.5% 199,866 ▲4,862 ▲2.4%

（一般計） 181,531 ▲8,095 ▲4.3% 176,951 ▲4,580 ▲2.5%

(２)　正味支払保険金

 ・正味支払保険金は、自動車で増加したものの、それ以外の種目で減少したことから種目合計では

　▲0.6％の減少となりました。

 ・損害率は、自動車における上昇の影響により総合計で0.5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12月期 10年12月期 増減率 09年12月期 10年12月期 差

火　災 12,372 11,797 ▲4.7% 火　災 36.4% 35.9% ▲0.5%

傷　害 9,314 9,108 ▲2.2% 傷　害 49.9% 49.0% ▲0.9%

自動車 70,620 71,247 0.9% 自動車 67.9% 69.3% 1.4%

新　種 6,566 6,208 ▲5.4% 新　種 66.6% 64.9% ▲1.7%

海　上 625 437 ▲30.1% 海　上 60.2% 39.2% ▲21.0%

自賠責 20,880 20,828 ▲0.2% 自賠責 102.6% 102.7% 0.1%

合　計 120,380 119,627 ▲0.6% 合　計 64.2% 64.7% 0.5%

（一般計） 99,500 98,799 ▲0.7% （一般計） 59.9% 60.5% 0.6%
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(３)　正味事業費・事業費率

 ・事業費率は34.5％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12月期 10年12月期

金額 金額 増減額 増減率

事業費 74,188 68,983 ▲ 5,205 ▲7.0%

（うち人件費） 19,541 16,725 ▲ 2,816 ▲14.4%

（うち物件費） 15,748 14,179 ▲ 1,569 ▲10.0%

※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、普通責任準備金及び異常危険準備金の積増額が大幅に増加したこと等により、

　前年同期比14,559百万円減益の▲6,758百万円となりました。

 ・普通責任準備金は、再保険に係る未経過保険料に関してシステム整備を行い、より合理的で保守的な

　算出に変更したことに伴い大幅な積増になりました。

 ・異常危険準備金は自動車の取崩が減少したことにより積増額が増加しました。

※保険引受損益 （単位：百万円）

09年12月期 10年12月期 増減額

保険引受損益 7,801 ▲ 6,758 ▲ 14,559

　うち支払備金積増額（-） 458 ▲ 2,911 ▲ 3,369

　うち普通責任準備金積増額（-） ▲ 715 10,883 11,599 　

　うち異常危険準備金積増額（-） ▲ 7,036 1,441 8,477

*主要項目を表示

※異常危険準備金残高推移 （単位：百万円）

09年3月期 09年12月期 10年3月期 10年12月期

火　災 46,461 48,133 48,779 50,471

傷　害 15,310 15,951 16,133 16,761

自動車 20,377 10,542 4,929 3,579

新　種 10,330 10,795 10,905 11,340

海　上 1,651 1,671 1,688 1,725

合　計 94,131 87,094 82,437 83,878

 ・コスト削減（物件費・人件費）を続けた結果、正味事業費は5,205百万円減少し68,983百万円
　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

68,983百万円

82,242百万円

74,188百万円

38.0%

36.2%

34.5%

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

08年12月期 09年12月期 10年12月期

正
味
事
業
費
（

百
万
円
）

32%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

39%

事
業
費
率

*
うち未経過保険料システム整備による
影響額10,321百万円
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(５)　資産運用損益

 ・当期は、負債特性に合わせた円金利資産中心の運用、及び資産運用リスクの削減を企図し、公社債の

　 ウェイトを高める一方で外貨建証券、株式等のリスク性資産の売却を進めました。

 ・結果、有価証券売却損益は前年同期比で14,509百万円増加、リスク性資産圧縮に伴うヘッジコストの

　 減少（金融派生商品費用▲5,439百万円）もあり、資産運用損益は20,900百万円増加しました。

 ・ここもとの金利低下・円高基調のなか、従前より、リスク性資産から公社債への投資にシフトしてき

　 た結果、上記の売却益を計上したうえで、含み損益は前年同期比256百万円増加しています。

　

有価証券残高 （単位：百万円）

09年12月期 10年12月期 増減額

公社債 294,424 460,558 166,134

株式 56,308 51,741 ▲ 4,567

外国証券 165,910 109,576 ▲ 56,333

（うち為替ヘッジなし） 59,920 10,075 ▲ 49,844

その他証券 109,041 31,690 ▲ 77,351

合計 625,683 653,566 27,882

評価差額※ 20,960 21,216 256

※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12月期 10年12月期 増減額

利息及び配当金収入 11,572 11,153 ▲ 418

有価証券評価損 ▲ 1,578 ▲ 621 956

有価証券売却損益等 2,665 21,754 19,089

有価証券売却損益 7,824 22,334 14,509

その他運用収益・費用 565 ▲ 273 ▲ 838

為替差損益 ▲ 5 ▲ 26 ▲ 20

金融派生商品収益・費用 ▲ 5,719 ▲ 280 5,439

積立保険料等運用益振替 ▲ 7,103 ▲ 6,584 518

有価証券償還損益 ▲ 1,366 ▲ 685 680

投資経費 ▲ 1,021 ▲ 948 72

資産運用損益 3,167 24,067 20,900
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(６)　四半期純利益

 ・経常利益が18,332百万円、特別損益が▲492百万円となり、税引前四半期純利益は、前年同期比8,786

　百万円増益の17,839百万円となりました。

 ・四半期純利益は、前年同期比5,555百万円増益の11,367百万円となりました。

(７)　ソルベンシー・マージン比率

 ・当期はリスク性資産の圧縮・安全資産へのシフトを積極的に行ってきたことから、資産運用リスク

　が大幅に減少しました。

 ・結果、ソルベンシー・マージン比率は662.4％となり大幅に上昇しました。（前年度末　602.0％）

（単位：百万円）

10年3月期 10年12月期 差

マージン総額 245,213 245,370 156

（うち資本金等） 94,842 106,210 11,368

（うち評価差額金） 33,171 19,095 ▲14,076

リスク合計額 81,457 74,081 ▲7,376

（うち資産運用リスク） 27,515 21,561 ▲5,954

（うち巨大災害リスク） 45,678 43,670 ▲2,008

ソルベンシー・マージン比率 602.0% 662.4% 60.4%

＊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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1,132,392 1,161,763 2.6 917,021

1,021,521 1,054,416 3.2 808,723

110,871 107,347 △ 3.2 108,297

27,665 16,889 △ 38.9 13,995

280,649 311,583 11.0 260,320

9,542 16,198 69.8 18,332

9,237 15,657 69.5 17,839

5,831 7,973 36.7 11,367

* 連単倍率 1.00 0.70

（連結各社の概要） （単位：百万円）

5,812 11,367

103 △ 3,525  *連結仕訳(親子間取引の消去等）があるため、各社の

24 70  　単純合計と連結四半期純利益は一致しません。

△ 50 0 　 

  四半期純利益は7,973百万円、連単倍率は0.70となりました。
  四半期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及び繰延税金資産に対し評価性引当金を積み増したこと等の影響

 により、前年同期（103百万円）から3,629百万円減少し3,525百万円の純損失となりました。

・生命保険料収入は56,237百万円となり、前年同期（27,291百万円）に比べ28,946百万円の増加となりました。

・保険引受費用は、前年同期（26,346百万円）に比べ31,816百万円増加し、58,162百万円となりました。

・営業費及び一般管理費は、前年同期（3,869百万円）に比べ332百万円増加の4,202百万円となりました。

・利息及び配当金収入は、前年同期（2,721百万円)に比べ490百万円増加の3,212百万円となりました。

 ・AMERICAN FUJI ・純利益は70百万円となり、前年同期（24百万円）に比べ45百万円増加しました。

・正味支払保険金は71百万円となり、前年同期（128百万円）に比べ57百万円減少しました。

・事業費は前年同期（172百万円）から13百万円増加し、185百万円となりました。

・利息及び配当金収入は、前年同期（288百万円）に比べ47百万円減少し、240百万円となりました。

・有価証券売却損益は50百万円となり、前年同期（△13百万円）に比べ63百万円増加しました。

 ・FUJI INTERNATIONAL ・純損益は3万円となり、前年同期（△50百万円）に比べ50百万円増加しました。

・事業費は、前年同期（89百万円）に比べ71百万円減少し、18百万円となりました。

・支払備金の戻入額は、前年同期（54百万円）に比べ8百万円減少し、46百万円となりました。

・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8百万円となりました。

  なお、前年同期は19百万円でした。

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24,315百万円の流入、投資活動が56,565百万円の流出、財務活動が293百万円の流出となり、

合計32,848百万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25,597百万円増加しています。主な要因は以下のとおりです。

（増加要因） （減少要因）
生命保険料の増加                                29,103百万円 法人税等の支払・還付の収支　          　  　 　 3,783百万円
事業費（損調費含む）の減少                     5,334百万円 利息及び配当金等の受取額の減少              1,522百万円
満期返戻金の減少                                   1,835百万円 収入保険料（積立含む）の減少                     6,304百万円

営業債権・債務の増減による収支              1,794百万円

・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、56,565百万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（△345,080百万円）、有価証券の売却・償還による収入（280,582百万円）

貸付による支出（△12,764百万円）、貸付金回収による収入（18,713百万円）

３ヶ月超定期預金の減少による収入（2,397百万円）

・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293百万円の流出にとどまっています。

△ 32,848

△ 39,609

 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 第 ３ 四 半 期
純 利 益 ( 又 は 純 損 失 )

当 第 ３ 四 半 期
純 利 益 ( 又 は 純 損 失 )

2010年３月期 2010年１２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３四半期　 連結決算概要

投資活動による

   [貸借対照表関係]

　　資産の部合計

　　負債の部合計

財務活動による
ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

△ 235△ 38,363

24,315 △ 293△ 56,565

ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

前第３四半期
（2009年12月期）

当第３四半期
（2010年12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

△ 1,282

　　純資産の部合計

　　　(その他有価証券評価差額金)

　　四半期純利益

   [損益計算書関係]

　　経常収益

　　経常利益

　　税金等調整前四半期純利益

2009年１２月期 2010年１２月期 増 減 率 富 士 火 災 単 体

富士火災
連　結
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１．損益の概況
（単位：百万円）

2009年12月期 2010年12月期 増減 増減率

経常収益 40,095 69,478 29,382 73.3%
保険料等収入 36,832 65,679 28,846 78.3%
資産運用収益 3,102 3,270 168 5.4%
その他経常収益 160 527 367 228.3%

経常費用 39,563 71,444 31,881 80.6%
保険金等支払金 13,922 14,721 798 5.7%
責任準備金等繰入額 18,789 47,521 28,732 152.9%
資産運用費用 5 6 1 21.6%
事業費 6,422 8,694 2,272 35.4%
その他経常費用 423 499 76 18.2%

経常利益（△経常損失） 532 ▲1,966 ▲2,499 ▲469.3%
特別利益 - 0 0 -
特別損失 37 44 6 18.1%
契約者配当準備金繰入額 267 368 101 37.9%
税引前四半期純利益（△純損失） 227 ▲2,379 ▲2,606 ▲1,147.6%
法人税等合計 123 1,146 1,022 827.3%
四半期純利益（△純損失） 103 ▲3,525 ▲3,629 ▲3,504.4%

・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78.3％の増加となりました。
・前納分を除いたベースでも「Ｅ－終身」の好調、「がんベスト・ゴールド」（無解約返戻金型がん療養保険）
　の新発売、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24.3％の増加となりました。
・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152.9％の増加と大幅な伸びとなりました。
・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1,966百万円
　の損失を計上しました。
・第3四半期において繰延税金資産に対し評価性引当金を大幅に積増した影響により、法人税等合計は
　1,146百万円と大幅に増加しました。

２．主要な経営諸指標の推移
（単位：百万円）

2010年3月期 2010年12月期 差
総資産 206,890 253,467 46,577
純資産 13,258 10,846 ▲ 2,411
（自己資本比率） 6.4% 4.3% ▲2.1%
その他有価証券評価差額金 1,454 2,568 1,114

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12月期 差
ソルベンシー・マージン総額 29,951 28,476 ▲ 1,474
リスクの合計額 1,848 2,163 314
ソルベンシー・マージン比率 3,240.7% 2,632.9% ▲607.8%

平成23年3月期 第3四半期　富士生命決算概要
富士生命
単体
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