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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 396,012 5.0 10,577 18.9 2,100 △56.1

22年3月期 377,050 △0.1 8,894 ― 4,783 ―

（注）包括利益 23年3月期 △14,481百万円 （―％） 22年3月期 50,085百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

経常収益経常利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 3.00 3.00 2.0 0.9 2.7
22年3月期 8.61 8.60 6.1 0.8 2.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 1,167,958 95,954 8.2 136.97
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  95,814百万円 22年3月期  110,286百万円

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

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 32,452 △20,948 △405 77,607
22年3月期 8,776 △42,971 14,678 66,910

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 当社の業績は資産運用、営業両面において、経済情勢、市場環境、自然災害等に起因するさまざまな不確実性が存在しております。また、今期において
も引き続き事業構造等の変革に取り組んでいること及び東日本大震災による経済等への影響が不透明であることから、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24年3月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、2011年2月にチャーティスによる完全子会社化を目的とした公開買付けが表明され、当社もこれに賛同しております。現在、当社の普通株式につい
て98.23％をチャーティスが取得し、100％取得に向けての手続を進めております。平成23年6月28日開催予定の定時株主総会で定款変更及び全部取得条
項付株式の取得が決議された場合は、平成23年7月29日に上場廃止となる予定であります。 



4.  その他 

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

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料P.20「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 727,097 株 22年3月期 758,889 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 699,546,464 株 22年3月期 555,462,436 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

正味収入保険料 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 265,451 △2.0 14,833 63.7 7,735 52.0
22年3月期 270,837 △4.9 9,062 ― 5,090 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
正味損害率 正味事業費率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 11.05 11.05 7.4 64.8 35.0
22年3月期 9.16 9.15 6.7 64.6 35.9

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 918,361 100,784 11.0 143.87
22年3月期 933,155 108,951 11.6 154.92

（参考） 自己資本 23年3月期  100,644百万円 22年3月期  108,367百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表及び財
務諸表の監査手続は終了しておりません。 
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（１）経営成績に関する分析  

（当期の経営成績） 

当期におけるわが国経済は、前年度から続いていた回復傾向が、秋口以降の耐久消費財の駆け込み需要の反動

の影響などで一時弱まりましたが、2011年に入り再び回復の兆しが見え始めておりました。しかし、東日本大震災

によって一転、広範囲の被災地域での社会資本および企業設備の喪失や毀損、資材や電力等の供給面での制約、景

況感の大幅な悪化など、長期的には復興需要が見込まれるものの、先行きが非常に不透明な状況となっておりま

す。 

こうした環境下において、当社は損害保険会社としての社会的責務を果たすため、震災発生後ただちに被災地

拠点への損害サービス要員を中心とした人員の投入を行うとともに、長堀および銀座の本社拠点に特設の損害サー

ビスバックヤードを設置、事故の受付を行うコールセンターとの連携のもと、地震被害に遭われたお客さまへ対応

する態勢を整えました。 

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、当連結会計年度の当社グループの

業績は次のとおりとなりました。 

経常収益は3,960億円となり、経常費用は3,854億円となりました。この結果、経常利益は前年同期に比べて16

億円増加し、105億円となりました。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

期に比べて26億円減少し、21億円となりました。 

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2,654億円とな

りました。一方、保険引受費用のうち正味支払保険金は1,596億円となりました。また、資産運用面では、利息及

び配当金収入が145億円となりました。 

②生命保険事業 

生命保険事業におきましては、新契約高は3,229億円、保有契約高は2兆3,475億円となりました。収支の状況に

つきましては収入面では、生命保険料は667億円となりました。一方、支出面では、生命保険金等は71億円となり

ました。  

（次期の見通し） 

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

が存在しております。また、今期においても引き続き事業構造等の変革に取り組んでいること及び東日本大震災に

よる経済等への影響が不透明であることから、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24年3月期の業績予想の発表は見送ることと致したく存じます。 

  

（２）財政状態に関する分析 

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが324億円の収入と

なり、前連結会計年度との比較では236億円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入が増加したことなどにより、前連結会

計年度に比べて、220億円増加して209億円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは新規の借入れや新株の発行がなかったことなどにより、前連結会計年度よ

りも150億円減少して、4億円の支出となりました。 

この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて106億円増加して、776億円と

なりました。 

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ355億円増加して1兆1,679億円となりました。また、負債につ

きましては前連結会計年度末に比べて504億円増加して1兆720億円となりました。純資産につきましては前連結会

計年度末に比べ149億円減少して959億円となりました。 

（単位：％）

  

（注） 1. 各指標はいずれも連結ベースの数値により算出しております。 

    2. 自己資本比率 ： 自己資本/総資産×100 

１．経営成績

  平成19年 

3月期 

平成20年 

3月期 

平成21年 

3月期 

平成22年 

3月期 

平成23年 

3月期 

自己資本比率  15.0  10.1  4.3  9.7  8.2

時価ベースの 

自己資本比率 
 17.3  9.7  3.7  7.7  8.7
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    3. 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額/総資産×100 

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

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

      償還年数」は記載しておりません。 

   

（３）事業等のリスク 

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

れる事項を記載しております。 

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

ものであります。 

①予期せぬ経済情勢・社会環境等の悪化に伴うリスク 

予期せぬ経済情勢・社会環境等の悪化が、当社グループの業績や財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

予期せぬ経済情勢・社会環境等の悪化とは、テロリストによる攻撃など、日本国内において過去の歴史からは予

想が困難な事象等により、経済状態が著しく悪化する可能性があることを指します。 

②損害保険事業の競争激化に伴うリスク 

損害保険業界におきましては、大手３社（東京海上ホールディングス株式会社、ＭＳ＆ＡＤインシュアランス

グループホールディングス株式会社、ＮＫＳＪホールディングス株式会社）への統合が進むなど、寡占状態が強

まっています。又、新規会社の参入や銀行等の新規販売チャネルの進展など競争が激化し、さまざまな保険商品

の販売における価格やサービスの競争が更に激化するなど、当社グループの収益力を低下させる可能性がありま

す。 

③規制変更に伴うリスク 

損害保険事業は、保険業法及び関連法令や会計制度などの様々な規制や制度に基づいて運営されています。今

後、これらの法令や制度の改定により、当社グループの業務運営や、業績等に影響が生じる可能性があります。

例えば、法人実効税率の引下げ実施に伴い、繰延税金資産の一部取り崩しが必要となり、当社グループの利益が

減少するといった可能性もあります。 

④保険引受リスク 

 経済情勢や、地震や台風の巨大災害等によって保険事故の発生率等が保険料設定時の予測に反して変動するこ

とにより、損失を被る可能性があります。特に巨大災害・集積リスクについては、再保険カバーにより対応して

おりますが、再保険会社からの再保険金回収には信用リスクが伴い、再保険金を回収できなくなる可能性があり

ます。 

⑤資産運用リスク 

 保有する資産価値の変動や、負債特性に応じた資産運用ができないことなどにより、損失を被る可能性があり

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

産投資リスクがあり、保有する資産である、株式、国内債券、外国債券、投資信託などのその他証券、貸付金、

不動産などは、特に金融市場変動の影響を大きく受けます。また、積立型商品や年金型商品は運用に関して予定

利率を予め設定していますが、市場の環境によっては予定利率で運用できないために損失が発生する可能性があ

ります。 

⑥流動性リスク 

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

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

被る可能性があります。 

⑦事務リスク 

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

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

や、事務処理の誤りから支払い責任が生じる可能性があります。 

⑧保険金支払管理リスク 

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

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

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

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

す。 
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⑨システムリスク 

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

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

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

ると、復旧等に臨時の費用が発生する可能性があります。 

⑩コンプライアンスリスク 

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

失を被る可能性があります。 

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

の業績に影響が生じるリスクがあります。 

⑪事故・災害リスク 

  地震・風水災などの自然災害、火災・その他の大事故や、新型インフルエンザの大流行（パンデミック）等に

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

になる場合や、コンピュータ運用のアウトソーシングができなくなる可能性があります。 

⑫風評リスク 

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

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

より、損失を被る可能性があります。 

⑬関連事業リスク 

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

総務・事務受託等関連事業を展開しています。 

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

リスクを有しており、これらのリスクの顕在化により損失を被る可能性があります。  
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 当社及び関係会社等において営まれている主な事業内容と関係会社等の当該事業における位置付けは、次のとお

りであります。 

  

  

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

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

2. 当社は、チャーティス・ジャパン・キャピタル・カンパニー・エルエルシーより持ち株比率43.59％の出

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

38.62％の出資を受けております。 

3. チャーティス・インクは、傘下のチャーティス・ジャパン・キャピタル・カンパニー・エルエルシー、チ

ャーティス・ノンライフ・ホールディング・カンパニー・ジャパン・インク、チャーティス・ファー・イ

ースト・ホールディングス株式会社、チャーティス・ヨーロッパ・エスエイを通じて、合計で98.23％の

株式を間接保有しています。 

なお、チャーティス・インクは、エイアイユーエイチ・エルエルシーの子会社であり、エイアイユーエイ

チ・エルエルシーは、アメリカン・インターナショナル・グループ・インクの子会社であります。 

  

２．企業集団の状況
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（１）会社の経営の基本方針 

 当社は以下の通りコーポレートビジョンと基本方針を掲げております。 

  

＜コーポレートビジョン＞ 

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

「 高品質のサービス」を提供してまいります。 

  

＜基本方針＞ 

○すべてはお客さまのために 

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

った商品とサービスを提供します。 

○お客さまに も近い保険会社 

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

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

○創造と挑戦の企業文化 

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

を醸成いたします。 

○社会との共生 

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

環境保護に貢献いたします。 

○企業価値の向上 

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

することにより継続的な企業価値の向上を目指します。 

  

（２）目標とする経営指標  

 2011年２月にチャーティスによる完全子会社化を目的とした公開買付けが表明され、当社もこれに賛同してお

り、現在、議決権所有割合98.48％をチャーティスが取得し、100％取得に向けての手続を進めております。 

 この経営環境の変化を前提とした経営指標を策定中であります。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 

 2011年２月にチャーティスによる完全子会社化を目的とした公開買付けが表明され、当社もこれに賛同してお

り、現在、議決権所有割合98.48％をチャーティスが取得し、100％取得に向けての手続を進めております。 

 この経営環境の変化を前提とした中長期計画を策定中であります。  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

現金及び預貯金 ※4  58,072 ※4  36,308

コールローン 12,000 42,000

買入金銭債権 444 206

金銭の信託 ※4  239 ※4  212

有価証券 ※2, ※4  803,607 ※2, ※4  835,781

貸付金 ※3, ※5  62,008 ※3, ※5  52,652

有形固定資産 ※1  42,749 ※1  39,388

土地 ※6  20,419 ※6  19,568

建物（純額） 19,083 16,955

リース資産（純額） 1,319 1,101

その他の有形固定資産（純額） 1,926 1,763

無形固定資産 275 720

ソフトウエア － 286

その他の無形固定資産 － 434

その他資産 89,240 95,674

繰延税金資産 68,665 69,861

貸倒引当金 △4,849 △4,754

投資損失引当金 △60 △92

資産の部合計 1,132,392 1,167,958

負債の部   

保険契約準備金 982,399 1,027,693

支払備金 105,192 110,032

責任準備金等 877,206 917,661

その他負債 35,534 38,248

退職給付引当金 240 212

役員退職慰労引当金 94 121

賞与引当金 173 1,582

特別法上の準備金 635 992

価格変動準備金 635 992

繰延税金負債 34 745

再評価に係る繰延税金負債 ※6  2,408 ※6  2,408

負債の部合計 1,021,521 1,072,004

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 △2,991 △3,161

自己株式 △204 △184

株主資本合計 98,448 98,298

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,665 12,031

土地再評価差額金 ※6  △11,908 ※6  △9,649

為替換算調整勘定 △3,917 △4,865

その他の包括利益累計額合計 11,838 △2,483

新株予約権 584 139

純資産の部合計 110,871 95,954

負債及び純資産の部合計 1,132,392 1,167,958
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

経常収益 377,050 396,012

保険引受収益 352,556 358,501

正味収入保険料 270,565 265,039

収入積立保険料 18,382 16,810

積立保険料等運用益 9,114 8,867

生命保険料 38,659 67,195

責任準備金等戻入額 15,455 －

その他保険引受収益 378 588

資産運用収益 23,903 36,590

利息及び配当金収入 20,073 18,943

金銭の信託運用益 1 0

有価証券売却益 10,820 25,693

有価証券償還益 10 809

その他運用収益 2,112 11

積立保険料等運用益振替 △9,114 △8,867

その他経常収益 590 920

経常費用 368,156 385,435

保険引受費用 287,509 325,729

正味支払保険金 161,100 159,533

損害調査費 ※1  14,011 ※1  12,532

諸手数料及び集金費 ※1  52,578 ※1  53,239

満期返戻金 50,053 46,506

契約者配当金 12 7

生命保険金等 5,958 7,219

支払備金繰入額 3,260 5,190

責任準備金等繰入額 － 40,794

その他保険引受費用 534 705

資産運用費用 21,178 5,720

有価証券売却損 9,404 1,467

有価証券評価損 913 733

有価証券償還損 1,976 789

金融派生商品費用 5,787 755

その他運用費用 3,095 1,975

営業費及び一般管理費 ※1  55,486 ※1  51,212

その他経常費用 3,982 2,773

支払利息 180 198

貸倒引当金繰入額 3,153 241

貸倒損失 364 3

投資損失引当金繰入額 9 36

その他の経常費用 274 2,292

経常利益 8,894 10,577
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益 389 30

固定資産処分益 360 30

特別法上の準備金戻入額 28 －

価格変動準備金戻入額 28 －

特別損失 400 3,012

固定資産処分損 124 990

減損損失 276 0

特別法上の準備金繰入額 － 356

価格変動準備金繰入額 － 356

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 244

その他特別損失 － ※2  1,420

税金等調整前当期純利益 8,882 7,595

法人税及び住民税等 1,348 329

過年度法人税等 585 －

法人税等調整額 2,165 5,166

法人税等合計 4,099 5,495

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,100

当期純利益 4,783 2,100
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,100

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △15,633

為替換算調整勘定 － △948

その他の包括利益合計 － ※2  △16,582

包括利益 － ※1  △14,481

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △14,481

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 49,231 55,981

当期変動額   

新株の発行 6,749 －

当期変動額合計 6,749 －

当期末残高 55,981 55,981

資本剰余金   

前期末残高 38,912 45,662

当期変動額   

新株の発行 6,749 －

当期変動額合計 6,749 －

当期末残高 45,662 45,662

利益剰余金   

前期末残高 △10,508 △2,991

当期変動額   

当期純利益 4,783 2,100

自己株式の処分 △42 △11

土地再評価差額金の取崩 2,776 △2,259

当期変動額合計 7,516 △169

当期末残高 △2,991 △3,161

自己株式   

前期末残高 △412 △204

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △13

自己株式の処分 210 33

当期変動額合計 207 20

当期末残高 △204 △184

株主資本合計   

前期末残高 77,223 98,448

当期変動額   

新株の発行 13,499 －

当期純利益 4,783 2,100

自己株式の取得 △2 △13

自己株式の処分 167 22

土地再評価差額金の取崩 2,776 △2,259

当期変動額合計 21,224 △149

当期末残高 98,448 98,298
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △17,409 27,665

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45,074 △15,633

当期変動額合計 45,074 △15,633

当期末残高 27,665 12,031

土地再評価差額金   

前期末残高 △9,132 △11,908

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,776 2,259

当期変動額合計 △2,776 2,259

当期末残高 △11,908 △9,649

為替換算調整勘定   

前期末残高 △4,145 △3,917

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 227 △948

当期変動額合計 227 △948

当期末残高 △3,917 △4,865

新株予約権   

前期末残高 539 584

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44 △445

当期変動額合計 44 △445

当期末残高 584 139

純資産合計   

前期末残高 47,076 110,871

当期変動額   

新株の発行 13,499 －

当期純利益 4,783 2,100

自己株式の取得 △2 △13

自己株式の処分 167 22

土地再評価差額金の取崩 2,776 △2,259

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,571 △14,767

当期変動額合計 63,795 △14,917

当期末残高 110,871 95,954
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 8,882 7,595

減価償却費 2,138 2,101

減損損失 276 0

支払備金の増減額（△は減少） 3,053 5,226

責任準備金等の増減額（△は減少） △15,704 40,455

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,075 △94

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 △27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42 27

賞与引当金の増減額（△は減少） △30 1,408

価格変動準備金の増減額（△は減少） △28 356

利息及び配当金収入 △20,073 △18,943

有価証券関係損益（△は益） 2,139 △21,926

支払利息 180 198

為替差損益（△は益） 11 △2

貸付金関係損益（△は益） 390 261

有形固定資産関係損益（△は益） △236 960

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）

△3,539 △3,061

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）

△600 1,042

その他 6,327 958

小計 △13,781 16,537

利息及び配当金の受取額 21,617 17,676

利息の支払額 △180 △198

法人税等の支払額 △2,056 △1,806

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 8,776 32,452

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） △2,701 2,397

買入金銭債権の取得による支出 △2,623 △1,146

買入金銭債権の売却・償還による収入 2,886 1,345

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 △321,880 △509,682

有価証券の売却・償還による収入 277,804 477,397

貸付けによる支出 △13,206 △16,574

貸付金の回収による収入 18,265 25,668

その他 △7,516 △298

資産運用活動計 △48,973 △20,892

営業活動及び資産運用活動計 △40,196 11,560

有形固定資産の取得による支出 △342 △928

有形固定資産の売却による収入 6,344 1,347

その他 △0 △475

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,971 △20,948
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入れによる収入 1,500 －

株式の発行による収入 13,499 －

自己株式の取得による支出 △2 △13

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 △314 △391

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,678 △405

現金及び現金同等物に係る換算差額 334 △402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,181 10,696

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期末残高 ※1  66,910 ※1  77,607
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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

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社数  ３社 

富士生命保険株式会社 

American Fuji Fire & Marine 

Insurance Company 

Fuji International Insurance 

Company Limited 

(1）      同左 

  (2）非連結子会社 

 主な非連結子会社は富士損害サービス

株式会社であります。 

 非連結子会社については、総資産、売

上高（経常収益）、当期純損益（持分に

見合う額）、及び利益剰余金（持分に見

合う額）等の観点からみて、いずれも小

規模であり、全体として連結財務諸表に

重要な影響を及ぼさないため、連結の範

囲から除外しております。 

(2）      同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社及び関連会社（富士マネジ

メントサービス株式会社）については、連

結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法を適用しておりません。 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 富士生命保険株式会社を除く連結子会社

の決算日は12月31日であり、同日現在の決

算財務諸表を使用しておりますが、連結決

算日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1）有価証券の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的の債券の評価は、償却

原価法によっております。 

(1）有価証券の評価基準及び評価方法 

①      同左 

  ② 子会社株式及び関連会社株式の評価

は、移動平均法に基づく原価法によ

っております。 

②      同左 

  ③ その他有価証券のうち時価のあるも

のの評価は、期末日の市場価格等に

基づく時価法によっております。な

お、評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、また、売却原価の算定

は移動平均法に基づいております。

③      同左 

  ④ その他有価証券のうち時価を把握す

ることが極めて困難と認められるも

のの評価は、移動平均法に基づく原

価法によっております。 

④      同左  

  ⑤ 有価証券運用を主目的とする単独運

用の金銭の信託において信託財産と

して運用されている有価証券の評価

は、時価法によっております。 

⑤      同左 
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前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  ⑥ 運用目的及び満期保有目的のいずれ

にも該当しない有価証券の保有を目

的とする金銭の信託において信託財

産として運用されている有価証券の

評価は、その他有価証券と同じ方法

によっております。 

⑥      同左 

  在外連結子会社の保有する有価証券の

評価基準及び評価方法は主に時価法に

よっております。 

在外連結子会社の保有する有価証券の

評価は、主に時価法によっておりま

す。 

  (2）デリバティブ取引の評価基準及び評価

方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法に

よっております。 

(2）デリバティブ取引の評価基準及び評価

方法 

同左 

  (3）有形固定資産の減価償却の方法 

 当社及び国内連結子会社の有形固定資

産（リース資産を除く）の減価償却は、

定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物         15年～50年 

その他        ４年～６年 

 在外連結子会社の有形固定資産（リー

ス資産を除く）の減価償却は、定額法に

より行っております。 

 当社及び国内連結子会社の所有権移転

外ファイナンス・リースに係る「有形固

定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法によっておりま

す。なお、残存価額については、零とし

ております。 

(3）重要な減価償却資産の減価償却の方法

 当社及び国内連結子会社の有形固定資

産（リース資産を除く）の減価償却は、

定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物         15年～50年 

その他        ４年～６年 

 在外連結子会社の有形固定資産（リー

ス資産を除く）の減価償却は、定額法に

より行っております。 

 当社及び国内連結子会社の無形固定資

産の減価償却は、定額法によっておりま

す。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、利用可能期間（主として５年）に

基づいて償却しております。  

 当社及び国内連結子会社の所有権移転

外ファイナンス・リースに係る「有形固

定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法によっておりま

す。なお、残存価額については、零とし

ております。  
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前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 当社及び国内連結子会社は、債権の

貸倒れによる損失に備えるため、資産

の自己査定基準及び償却・引当基準に

より、次のとおり計上しております。

 破産、特別清算、手形交換所におけ

る取引停止処分等、法的・形式的に経

営破綻の事実が発生している債務者に

対する債権及び実質的に経営破綻に陥

っている債務者に対する債権について

は、債権額から担保の処分可能見込額

及び保証による回収が可能と認められ

る額等を控除し、その残額を引き当て

ております。今後、経営破綻に陥る可

能性が大きいと認められる債務者に対

する債権については、債権額から担保

の処分可能見込額及び保証による回収

が可能と認められる額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合

的に判断して必要と認められる額を引

き当てております。 

 上記以外の債権については、過去の

一定期間における貸倒実績等から算出

した貸倒実績率を債権額に乗じた額を

引き当てております。 

 また、全ての債権は資産の自己査定

基準に基づき、資産査定規程に定める

実施部署が資産査定を実施し、当該部

署から独立した部署が査定結果を検証

しており、その査定結果に基づいて上

記の引当を行っております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対す

る担保・保証付債権については、債権

額から担保の評価額及び保証等による

回収が可能と認められる額を控除した

残額を取立不能見込額として債権額か

ら直接減額しており、その金額は800

百万円であります。 

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 当社及び国内連結子会社は、債権の

貸倒れによる損失に備えるため、資産

の自己査定基準及び償却・引当基準に

より、次のとおり計上しております。

 破産、特別清算、手形交換所におけ

る取引停止処分等、法的・形式的に経

営破綻の事実が発生している債務者に

対する債権及び実質的に経営破綻に陥

っている債務者に対する債権について

は、債権額から担保の処分可能見込額

及び保証による回収が可能と認められ

る額等を控除し、その残額を引き当て

ております。今後、経営破綻に陥る可

能性が大きいと認められる債務者に対

する債権については、債権額から担保

の処分可能見込額及び保証による回収

が可能と認められる額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合

的に判断して必要と認められる額を引

き当てております。 

 上記以外の債権については、過去の

一定期間における貸倒実績等から算出

した貸倒実績率を債権額に乗じた額を

引き当てております。 

 また、全ての債権は資産の自己査定

基準に基づき、資産査定規程に定める

実施部署が資産査定を実施し、当該部

署から独立した部署が査定結果を検証

しており、その査定結果に基づいて上

記の引当を行っております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対す

る担保・保証付債権については、債権

額から担保の評価額及び保証等による

回収が可能と認められる額を控除した

残額を取立不能見込額として債権額か

ら直接減額しており、その金額は

百万円であります。 

242

  ② 投資損失引当金 

 資産の自己査定基準及び償却・引当

基準に基づき、今後、経営破綻に陥る

可能性が大きいと認められる者が発行

する有価証券について、将来発生する

可能性のある損失に備えるため、当連

結会計年度末における損失見込額を計

上しております。 

② 投資損失引当金 

同左 
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前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により費用処

理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により翌

連結会計年度から費用処理することと

しております。 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により費用処

理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により翌

連結会計年度から費用処理することと

しております。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社では、平成23年

４月に適格退職年金制度から確定拠出年金

制度及び確定給付企業年金制度に移行すべ

く退職金規程等を平成23年３月に改訂し、

「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号 平成

14年１月31日）を適用しております。 

 本移行に伴い、 百万円をその他特別

損失として計上しております。 

668

  ④ 役員退職慰労引当金 

 取締役及び執行役等の退職慰労金に

備えるため、内規に基づく当連結会計

年度末における要支給額を計上してお

ります。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

  ⑤ 賞与引当金 

 従業員賞与に充てるため、支給見込

額を基準に計上しております。 

⑤ 賞与引当金 

同左 

  ⑥ 価格変動準備金 

 株式等の価格変動による損失に備え

るため、保険業法第115条の規定に基

づき計上しております。 

⑥ 価格変動準備金 

同左 

  (5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、

在外子会社の資産及び負債は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は、期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定に含めております。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

同左 
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前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (6）消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。ただし、損害調査費、営業

費及び一般管理費等の費用は税込方式に

よっております。 

 なお、資産に係る控除対象外消費税等

はその他資産に計上し、５年間で均等償

却を行っております。 

(6）消費税等の処理方法 

同左 

  (7）重要なリース取引の処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうちリース取引開始日が平成20年４

月１日前に開始する連結会計年度に属す

るものについては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

(7）重要なリース取引の処理方法 

同左 

  ────── 

  

(8）重要なヘッジ会計の方法 

  外貨建債券に係る為替変動リスクをヘ

ッジする目的で実施する為替予約取引に

ついて時価ヘッジを適用しております。

また、株式に係る価格変動リスクをヘッ

ジする目的で実施する株式先渡取引につ

いて時価ヘッジを適用しております。 

 なお、ヘッジの有効性については、原

則としてヘッジ開始時点から有効性判定

時点までの期間において、ヘッジ対象の

相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較

し、両者の変動額を基礎にして判断して

おります。ただし、ヘッジ対象とヘッジ

手段に関する重要な条件が同一であり、

ヘッジに高い有効性があることが明らか

な場合には、ヘッジの有効性の判定を省

略しております。 

  ────── 

  

(9) 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、要求払預金及び取得日から満期日

又は償還日までの期間が３ヶ月以内の定

期預金等の短期投資からなっておりま

す。   

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

────── 

  

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんは、発生しており

ません。 

────── 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、要求払預金及び取得日から満期日又は

償還日までの期間が３ヶ月以内の定期預金

等の短期投資からなっております。 

────── 
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（７）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

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── 

  

（「資産除去債務に関する会計基準」の適用） 

 当連結会計年度より、「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。 

 これにより、経常利益は 百万円、税金等調整前当期

純利益は 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 百万円で

あります。 

11

255

308
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（８）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（IBNR備金）  

 当社が平成10年大蔵省告示第234号第２条に基づき算出

しているIBNR備金については、従来、「保険金等の支払

が長期間に及ぶもので、かつ、金額的重要性のある計算

単位」において、統計的見積法により算出し、その他は

算式見積法により算出しておりましたが、当連結会計年

度より金額的重要性のある計算単位について、統計的見

積法により計上する取扱いに変更しております。 

 この変更は、平成22年3月31日の追加出資に伴いアメリ

カン インターナショナル グループ インクの連結対

象子会社となることを契機として、親会社と見積方法を

同一とすることにより精度の高い見積りを行い、財務内

容の一層の健全化を図るために行ったものであります。 

 この変更に伴い、従来と同一の方法を採用した場合に

比べ、経常利益及び税金等調整前当期純利益は3,041百万

円少なく計上されております。 

  

────── 

────── 

  

（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、当連結会計年度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当期純利益は 百

万円少なく計上されております。  

  

11,033

────── 

  

（時価ヘッジ処理） 

 従来より、外貨建債券から生じる為替変動リスクを回

避するために為替予約を用いておりましたが、今般、リ

スクの管理方針を見直したことに伴い、平成22年11月か

ら一部の外貨建債券をヘッジ対象とし、為替予約取引を

ヘッジ手段としてヘッジ会計を適用しております。ま

た、国内上場株式の時価変動リスクを回避するために平

成22年12月から一部の国内上場株式をヘッジ対象とし、

株式先渡取引をヘッジ手段としてヘッジ会計を適用して

おります。ヘッジ会計の処理方法は、時価ヘッジを適用

しております。 

 また、ヘッジ取引に関する手続及び会計処理について

は、「金融商品に関する会計基準（企業会計基準第10号 

平成20年３月10日 終改正）」及び「金融商品会計に関

する実務指針（会計制度委員会報告第14号 平成21年６

月９日 終改正）」に従っております。  
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前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── 

  

（包括利益の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額

等合計」の金額を記載しております。  
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（９）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は58,474百万円、圧

縮記帳額は5,657百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 百万円、圧

縮記帳額は 百万円であります。 

55,959

5,276

※２ 非連結子会社及び関連会社の株式等は次のとおりで

あります。 

※２ 非連結子会社及び関連会社の株式等は次のとおりで

あります。 

有価証券（株式） 百万円342 有価証券（株式） 百万円342

※３ 

(1）貸付金のうち、破綻先債権額は110百万円、延滞

債権額は1,936百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅

延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの

として未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付

金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年

政令第97号）第96条第１項第３号イからホまで（貸

倒引当金勘定への繰入限度額）に掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由が生じている貸付金であり

ます。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であ

って、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金

以外の貸付金であります。 

※３ 

(1）貸付金のうち、破綻先債権額は 百万円、延滞債

権額は 百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅

延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの

として未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付

金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年

政令第97号）第96条第１項第３号イからホまで（貸

倒引当金勘定への繰入限度額）に掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由が生じている貸付金であり

ます。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であ

って、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金

以外の貸付金であります。 

9

661

(2）貸付金のうち、３ヵ月以上延滞債権に該当するも

のはありません。 

 なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の

支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延してい

る貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないも

のであります。 

(2）        同左  

(3）貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は4,189百万

円であります。 

 なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建

又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻

先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当し

ないものであります。 

(3）貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は 百万

円であります。 

 なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建

又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻

先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当し

ないものであります。 

3,923

(4）破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権

額及び貸付条件緩和債権額の合計額は6,235百万円

であります。 

(4）破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権

額及び貸付条件緩和債権額の合計額は 百万円

であります。 

4,594

※４ 担保に供している資産は有価証券等8,974百万円で

あります。 

※４ 担保に供している資産は有価証券等 百万円で

あります。 

12,958
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前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※５ 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のと

おりであります。 

※５ 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のと

おりであります。 

貸出コミットメントの総額 百万円1,250

貸出実行残高 百万円1,176

差引額 百万円74

貸出コミットメントの総額 百万円300

貸出実行残高 百万円300

差引額 百万円－

※６ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当

額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に

計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として純資産の部に計上しております。 

※６          同左 

  

(1）再評価の実施年月日 

  平成14年３月31日 

(1）再評価の実施年月日 

          同左 

(2）同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価

税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が

定めて公表した方法により算定した価額に合理的な

調整を行って算定する方法のほか、同条第５号に定

める鑑定評価に基づいて算定しております。 

(2）同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

          同左 

(3）同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

は、△4,216百万円であります。また、賃貸等不動

産に該当する事業用土地の当連結会計年度末におけ

る時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿

価額の合計額との差額は、△1,436百万円でありま

す。 

(3）同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

は、 百万円であります。また、賃貸等不動

産に該当する事業用土地の当連結会計年度末におけ

る時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿

価額の合計額との差額は、 百万円でありま

す。 

△5,032

△1,616

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１ 事業費の主な内訳は次のとおりであります。 ※１ 事業費の主な内訳は次のとおりであります。 

代理店手数料等 百万円45,714

給与 百万円29,504

募集費 百万円11,896

代理店手数料等 百万円47,622

給与 百万円26,105

募集費 百万円10,095

 なお、事業費は連結損益計算書における損害調査

費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費

の合計であります。 

 なお、事業費は連結損益計算書における損害調査

費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費

の合計であります。  

────── ※２ その他特別損失の内訳は次のとおりであります。 

  東日本大震災による災害損失 百万円751

退職金制度移行に伴う特別損失 百万円668

合計 百万円1,420
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

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

 自己株式数の増加19千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

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

元未満株主への売渡しによる減少1千株であります。 

２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３. 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 該当事項はありません。 

（連結包括利益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── ※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利

益 

  親会社株主に係る包括利益 百万円50,085

少数株主に係る包括利益 百万円－

計 百万円50,085

────── ※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他

の包括利益 

  その他有価証券評価差額金 百万円45,074

為替換算調整勘定 百万円227

計 百万円45,302

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度
増加株式数（千株） 

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式  543,263  156,976  －  700,239

合計  543,263  156,976  －  700,239

自己株式                        

普通株式  1,508  19  769  758

合計  1,508  19  769  758

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

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

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
             ―              584

合計              ―              584

富士火災海上保険㈱ （8763）　平成23年3月期決算短信

25



当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 自己株式数の増加93千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

自己株式数の減少125千株のうち主なものは、新株予約権の行使に応じるための自己株式の処分による減少

125千株であります。 

２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３. 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度
増加株式数（千株） 

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式  700,239  －  －  700,239

合計  700,239  －  －  700,239

自己株式                        

普通株式  758  93  125  727

合計  758  93  125  727

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

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

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
             ―              139

合計              ―              139
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在）

現金及び預貯金 百万円58,072

コールローン 百万円12,000

買入金銭債権 百万円444

預入期間が３か月を超える定期預金 百万円△3,161

現金同等物以外の買入金銭債権 百万円△444

現金及び現金同等物 百万円66,910

現金及び預貯金 百万円36,308

コールローン 百万円42,000

買入金銭債権 百万円206

預入期間が３か月を超える定期預金 百万円△700

現金同等物以外の買入金銭債権 百万円△206

現金及び現金同等物 百万円77,607

 ２ 重要な非資金取引の内容 

 該当ありません。 

 ２ 重要な非資金取引の内容 

                         同左 

 ３ 投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業

に係る資産運用業務から生じるキャッシュ・フロー

を含んでおります。 

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

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

２ 各事業区分の主要な事業内容 

損害保険事業……損害保険引受業務及び資産運用業務 

生命保険事業……生命保険引受業務及び資産運用業務 

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

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

額に含めて表示したことによる振替額であります。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

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

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

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

す。 

（セグメント情報等）

１．事業の種類別セグメント情報

  
損害保険事業
（百万円） 

生命保険事業
（百万円） 

計（百万円） 消去（百万円） 連結（百万円）

Ⅰ 経常収益及び経常損益 

経常収益 

(1）外部顧客に対する 

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

(2）セグメント間の 

内部経常収益 
 918  △238  680  (680)  －

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

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

経常利益又は 

経常損失(△) 
 8,977  △83  8,894  －  8,894

Ⅱ 資産・減価償却費・減損

損失及び資本的支出 

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

減価償却費  2,120  18  2,138  －  2,138

減損損失  276  －  276  －  276

資本的支出  318  24  342  －  342

２．所在地別セグメント情報

３．海外売上高
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(１)報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社及び連結子会社２社は損害保険業を主な事業内容としており、また、連結子会社である富士生命保

険株式会社は生命保険業を主な事業内容としております。 

当社はグループの包括的な戦略を立案し、各社はそれに基づき事業活動を展開していることから、「損

害保険事業」及び「生命保険事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「損害保険事業」では火災保険、傷害保険、自動車保険等を取り扱っております。「生命保険事業」で

は個人保険、個人年金保険、団体保険等を取り扱っております。  

(２)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は経常利益であります。セグメント間の内部

収益は、外部顧客と同様の取引条件に基づいております。  

(３)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

（注）１ 売上高は、経常収益の金額を記載しております。 

２ 調整額は、以下のとおりであります。 

(１)外部顧客への売上高の調整額△15,321百万円のうち主なものは、損害保険事業セグメントに

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

金等繰入額に含めて表示したことによる振替額であります。 

(２)セグメント利益又は損失（△）の調整額1百万円は、セグメント間取引消去によるものであ

ります。 

４．セグメント情報

  報告セグメント 調整額 

（注）２ 

連結財務諸表

計上額 

（注）３   損害保険事業 生命保険事業 計 

売上高（注）１           

外部顧客への売上高  339,046  72,287  411,334  △15,321  396,012

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,296  △407  1,888  △1,888 － 

計  341,343  71,879  413,222  △17,209  396,012

セグメント利益又は 

損失（△） 
 14,936  △4,360  10,575  1  10,577

セグメント資産  919,524  258,838  1,178,363  △10,404  1,167,958

セグメント負債  820,678  251,721  1,072,400  △395  1,072,004

その他の項目  

減価償却費  2,076  26  2,103  △1  2,101

利息及び配当金収入  14,598  4,443  19,041  △98  18,943

支払利息  196  2  198 －  198

特別利益  30 －  30 －  30

特別損失  2,950  63  3,013  △1  3,012

税金費用  4,207  1,287  5,495 －  5,495

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
 1,392  92  1,485  △8  1,476
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(３)セグメント資産の調整額△10,404百万円のうち主なものは、投資と資本の相殺消去によるも

のであります。  

(４)セグメント負債の調整額△395百万円のうち主なものは、セグメント間債権債務の相殺消去

によるものであります。  

３ セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。   

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（１）製品及びサービスごとの情報 

損害保険事業 

(単位：百万円)

（注）売上高は正味収入保険料の金額を記載しております。 

生命保険事業 

(単位：百万円) 

（注）売上高は生命保険料の金額を記載しております。 

（２）地域ごとの情報 

①売上高 

連結損益計算書の売上高の金額に占める本邦の外部顧客に対する売上高に区分した金額の割合が90％を

超えているため、地域ごとの情報の記載を省略しております。 

②有形固定資産 

連結貸借対照表の有形固定資産の金額に占める本邦に所在している有形固定資産の金額の割合が90％を

超えているため、地域ごとの情報の記載を省略しております。 

（３）主要な顧客ごとの情報 

該当事項はありません。   

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円）  

  

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

５．関連情報

  火災 海上 傷害 自動車 
自動車損害 

賠償責任 
その他 合計 

外部顧客への 

売上高 
 48,614  1,655  26,134  147,530  27,964  13,139  265,039

  個人 個人年金 団体 合計 

外部顧客への 

売上高 
 43,561  21,187  2,446  67,195

６．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  損害保険事業  生命保険事業 全社・消去 合計 

 減損損失   0  －  －  0

７．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。  

８．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（単位：百万円） （単位：百万円）

繰延税金資産 

責任準備金等  41,440

有価証券評価損  33,992

支払備金  5,729

減価償却超過額  2,977

その他  5,736

繰延税金資産小計  89,877

評価性引当額  △8,801

繰延税金資産合計  81,075

  

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金  △11,696

退職給付信託設定益  △593

その他  △154

繰延税金負債合計  △12,444

繰延税金資産の純額  68,631

繰延税金資産 

責任準備金等  44,688

繰越欠損金  19,382

有価証券評価損  8,283

支払備金  6,971

その他  8,386

繰延税金資産小計  87,713

評価性引当額  △12,157

繰延税金資産合計  75,555

  

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金  △6,037

退職給付信託設定益  △221

その他  △179

繰延税金負債合計  △6,439

繰延税金資産の純額  69,116

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

（単位：％） （単位：％）

国内の法定実効税率  36.09

（調整） 

評価性引当額の増加額  5.80

受取配当金等の益金不算入額  △2.66

住民税均等割等  2.49

交際費等の損金不算入額  2.05

その他  2.38

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
 46.15

国内の法定実効税率  36.09

（調整） 

評価性引当額の増加額  43.94

土地再評価差額金取崩額  △10.74

住民税均等割等  3.09

受取配当金等の益金不算入額  △2.40

その他  2.37

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
 72.35
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Ⅰ 前連結会計年度 

１. 売買目的有価証券（平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

２. 満期保有目的の債券（平成22年３月31日） 

３. その他有価証券（平成22年３月31日） 

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

ん。 

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

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

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

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

  

（有価証券関係）

  
  種類 

連結貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 
公社債  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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４. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  

５. 当連結会計年度中に減損処理を行った有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

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

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

落した銘柄すべてを対象としております。 

  

Ⅱ 当連結会計年度 

１. 売買目的有価証券（平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

２. 満期保有目的の債券（平成23年３月31日） 

３. その他有価証券（平成23年３月31日） 

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

ん。 

 種類 
売却額

（百万円） 

  売却益の合計額

（百万円） 
売却損の合計額
（百万円） 

公社債  78,031  717  56

株式  20,041  8,788  427

外国証券  60,529  1,314  8,743

その他  1,938 －  176

合計  160,541  10,820  9,404

  
  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  108,982  113,531  4,549

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 
公社債  34,351  33,602  △749

合計  143,333  147,133  3,800

  
  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  379,319  371,193  8,125

株式  21,140  13,005  8,135

外国証券  66,410  65,477  933

その他  24,977  19,452  5,525

小計  491,848  469,128  22,719

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  100,283  102,741  △2,458

株式  9,369  10,092  △723

外国証券  76,073  76,895  △822

その他  8,091  8,630  △539

小計  193,816  198,359  △4,543

合計  685,664  667,488  18,176
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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24,977百万円、取得原価19,452百万円、差額5,525百万円）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」の主なものは投資信託受益 

証券（連結貸借対照表計上額8,085百万円、取得原価8,622百万円、差額△537百万円）でありま

す。 

  

４. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  

５. 当連結会計年度中に減損処理を行った有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 当連結会計年度において、その他有価証券について682百万円（うち、株式682百万円）減損処理を行って

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

落した銘柄すべてを対象としております。 

  

 前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  

(1）通貨関連 

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

2 契約額等の下に()で契約時のオプション料を示しております。 

  

 種類 
売却額

（百万円） 

  売却益の合計額

（百万円） 
売却損の合計額
（百万円） 

公社債  151,011  3,665  26

株式  17,090  3,629  1,211

外国証券  14,974  3,359  －

その他  65,306  15,039  228

合計  248,382  25,693  1,467

（デリバティブ取引関係）

区分 種類 
契約額等
(百万円) 

  
時価 

(百万円) 
評価損益
(百万円) うち１年超

(百万円) 

   
市場取引 
以外の取引 

通貨オプション取引  

売建  

コール  

米ドル 
 

(0)

2,944  

(－)

－
 0  0

買建  

プット  

米ドル 
 

(0)

2,550  

(－)

－
 0  △0

合計 ── ──  0  △0
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(2）株式関連 

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

2 契約額等の下に()で契約時のオプション料を示しております。 

  

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

  該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  

該当事項はありません。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(1）通貨関連 

(注）時価の算定には、先物為替相場を使用しております。  

(2）株式関連 

(注）時価の算定には、取引先の金融機関から提示された価格を使用しております。 

区分 種類 
契約額等
(百万円) 

   
時価 

(百万円) 
評価損益
(百万円) うち１年超

(百万円) 

市場取引 

以外の取引 

株価指数オプション

取引 
 

買建    

 プット 
 

(197)

15,300  

(－)

－
 32  △164

合計 ──  ──  32  △164

ヘッジ会計の

方法 
種類 主なヘッジ対象

契約額等
(百万円) 

  
時価

(百万円) うち１年超 
(百万円) 

  
時価ヘッジ 

為替予約取引 

その他有価証券  

 

売建  

米ドル  64,112  －  △1,046

ユーロ   28,526  －  △1,195

合計  ── ──  △2,241

ヘッジ会計の

方法 
種類 主なヘッジ対象

契約額等
(百万円) 

   
時価

(百万円) うち１年超 
(百万円) 

時価ヘッジ  
株式先渡取引 

その他有価証券 
 

売建  2,252  －  △101

合計  ── ──  △101
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（退職給付関係）

前連結会計年度 当連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 提出会社は確定給付型の制度として、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けております。 

 また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場

合があります。 

 なお、提出会社は退職給付信託を設定しております。

 国内連結子会社は確定給付型の制度として、適格退職

年金制度を設けております。 

  

１ 採用している退職給付制度の概要 

 提出会社は確定給付型の制度として、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けております。 

 また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場

合があります。 

 なお、提出会社は退職給付信託を設定しております。

 国内連結子会社は確定給付型の制度として、適格退職

年金制度を設けております。 

当社及び国内連結子会社では、平成23年４月１日に適

格退職年金制度から確定拠出年金制度及び確定給付企業

年金制度に移行し、「退職給付制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成14年１

月31日）を適用しております。  

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成22年３月31日現在) ２ 退職給付債務に関する事項(平成23年３月31日現在) 

（単位：百万円） （単位：百万円）

イ．退職給付債務  △18,518

ロ．年金資産  15,347

ハ．退職給付信託  11,229

ニ．未積立退職給付債務 

（イ＋ロ＋ハ） 
 8,058

ホ．未認識数理計算上の差異  3,028

ヘ．未認識過去勤務債務  △911

ト．連結貸借対照表計上額純額 

（ニ＋ホ＋ヘ） 
 10,175

チ．前払年金費用  10,415

リ．退職給付引当金（ト－チ）  △240

イ．退職給付債務  △13,723

ロ．年金資産  10,597

ハ．退職給付信託  10,240

ニ．未積立退職給付債務 

（イ＋ロ＋ハ） 
 7,114

ホ．未認識数理計算上の差異  3,786

ヘ．未認識過去勤務債務  △501

ト．連結貸借対照表計上額純額 

（ニ＋ホ＋ヘ） 
 10,399

チ．前払年金費用  10,612

リ．退職給付引当金（ト－チ）  △212

 （注） 国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り簡便法を採用しております。 

  

（注）１ 国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり簡便法を採用しております。 

２ 適格退職年金制度の一部を確定拠出年金制度

に移行したことに伴う影響額は次のとおりで

あります。 

（単位：百万円）

  

退職給付債務の減少 △3,625

  年金資産の減少 3,513

  未認識数理計算上の差異 929

  未認識過去勤務債務 △155

  前払年金費用の減少 668

  退職給付引当金の減少  △5
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前連結会計年度 当連結会計年度 

３ 退職給付費用に関する事項 

（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

３ 退職給付費用に関する事項 

（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：百万円） （単位：百万円）

イ．勤務費用  1,524

ロ．利息費用  385

ハ．期待運用収益  △239

ニ．数理計算上の差異の費用処理額  879

ホ．過去勤務債務の費用処理額  △303

ヘ．退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 
 2,246

イ．勤務費用  1,445

ロ．利息費用  363

ハ．期待運用収益  △471

ニ．数理計算上の差異の費用処理額  604

ホ．過去勤務債務の費用処理額  △303

ヘ．退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 
 1,637

ト．退職給付制度の一部終了に伴う 

特別損失 
 668

チ．計（ヘ＋ト）   2,306

 （注） 簡便法を採用している国内連結子会社の退職給

付費用は、「イ．勤務費用」に含めて記載して

おります。 

同左 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 ポイント基準

ロ．割引率 ％2.0

ハ．期待運用収益率  

適格年金資産に関するもの ％1.8

退職給付信託に関するもの ％0.0

ニ．過去勤務債務の処理年数 10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法によっております。） 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により、翌連結会計年度から

費用処理することとしております。） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 同左

ロ．割引率 同左

ハ．期待運用収益率  

適格年金資産に関するもの ％3.1

退職給付信託に関するもの 同左

ニ．過去勤務債務の処理年数 同左

  

  
 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 同左
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 （注）１ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円157.66

１株当たり当期純利益金額 円8.61

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額 
円8.60

１株当たり純資産額 円136.97

１株当たり当期純利益金額 円3.00

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額 
円3.00

  
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  4,783  2,100

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  4,783  2,100

普通株式の期中平均株式数（千株）  555,462  699,546

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  576  444

（うち新株予約権（千株）） （576） （ ）444

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権 ３種類 

（新株予約権の数  4,400個） 

新株予約権 ３種類 

（新株予約権の数   個） 518

  
前連結会計年度末

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  110,871  95,954

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 584  139

（うち新株予約権（百万円）） （584） （ ）139

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  110,286  95,814

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株） 
 699,480  699,511

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

現金及び預貯金 51,400 27,257

現金 33 25

預貯金 51,366 27,231

コールローン 10,000 40,000

有価証券 628,602 613,158

国債 167,853 234,998

地方債 10 2

社債 183,471 158,952

株式 58,592 39,779

外国証券 118,744 146,045

その他の証券 99,929 33,380

貸付金 51,813 41,947

保険約款貸付 6,572 5,776

一般貸付 45,241 36,171

有形固定資産 42,705 39,349

土地 20,419 19,568

建物（純額） 19,074 16,937

リース資産（純額） 1,319 1,101

その他の有形固定資産（純額） 1,891 1,742

無形固定資産 267 657

ソフトウエア － 232

その他の無形固定資産 － 425

その他資産 85,043 90,939

未収保険料 10,410 11,068

代理店貸 2,487 1,921

共同保険貸 223 206

再保険貸 12,333 12,289

外国再保険貸 1,648 1,611

未収金 529 3,025

未収収益 1,314 1,678

預託金 3,445 3,389

地震保険預託金 34,239 36,153

仮払金 7,763 8,784

金融派生商品 32 －

前払年金費用 10,415 10,612

その他の資産 199 199

繰延税金資産 68,229 69,897

貸倒引当金 △4,847 △4,753

投資損失引当金 △60 △92

資産の部合計 933,155 918,361
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

保険契約準備金 787,104 776,302

支払備金 99,821 104,338

責任準備金 687,282 671,964

その他負債 33,815 36,279

共同保険借 237 168

再保険借 6,660 6,400

外国再保険借 328 360

借入金 7,500 7,500

未払法人税等 1,170 763

預り金 711 723

前受収益 126 127

未払金 10,893 12,211

仮受金 4,776 4,196

金融派生商品 0 2,343

リース債務 1,409 1,184

資産除去債務 － 300

退職給付引当金 232 204

役員退職慰労引当金 90 116

賞与引当金 173 1,582

特別法上の準備金 378 682

価格変動準備金 378 682

再評価に係る繰延税金負債 2,408 2,408

負債の部合計 824,203 817,576

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 △17,500 △12,035

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 236 229

繰越利益剰余金 △62,137 △56,665

利益剰余金合計 △7,198 △1,733

自己株式 △204 △184

株主資本合計 94,257 99,743

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,018 10,551

土地再評価差額金 △11,908 △9,649

評価・換算差額等合計 14,109 901

新株予約権 584 139

純資産の部合計 108,951 100,784

負債及び純資産の部合計 933,155 918,361
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

経常収益 361,533 340,957

保険引受収益 340,948 306,492

正味収入保険料 270,837 265,451

収入積立保険料 18,382 16,810

積立保険料等運用益 9,114 8,867

責任準備金戻入額 42,598 15,317

その他保険引受収益 14 44

資産運用収益 19,447 31,814

利息及び配当金収入 16,053 14,301

有価証券売却益 10,385 25,559

有価証券償還益 10 809

為替差益 － 2

その他運用収益 2,112 8

積立保険料等運用益振替 △9,114 △8,867

その他経常収益 1,137 2,650

経常費用 352,470 326,123

保険引受費用 277,297 271,751

正味支払保険金 160,937 159,439

損害調査費 13,993 12,472

諸手数料及び集金費 49,053 48,448

満期返戻金 50,053 46,506

契約者配当金 12 7

支払備金繰入額 3,004 4,516

為替差損 65 188

その他保険引受費用 177 171

資産運用費用 21,112 5,704

有価証券売却損 9,340 1,454

有価証券評価損 913 733

有価証券償還損 1,976 789

金融派生商品費用 5,787 755

為替差損 11 －

その他運用費用 3,082 1,972

営業費及び一般管理費 50,079 45,885

その他経常費用 3,980 2,781

支払利息 179 196

貸倒引当金繰入額 3,177 255

貸倒損失 364 2

投資損失引当金繰入額 9 36

その他の経常費用 249 2,290

経常利益 9,062 14,833

富士火災海上保険㈱ （8763）　平成23年3月期決算短信

41



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益 430 28

固定資産処分益 360 28

特別法上の準備金戻入額 69 －

価格変動準備金戻入額 69 －

特別損失 400 2,943

固定資産処分損 124 983

減損損失 276 0

特別法上の準備金繰入額 － 303

価格変動準備金繰入額 － 303

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 238

その他特別損失 － 1,417

税引前当期純利益 9,092 11,918

法人税及び住民税 1,230 248

過年度法人税等 585 －

法人税等調整額 2,185 3,934

法人税等合計 4,001 4,182

当期純利益 5,090 7,735
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 49,231 55,981

当期変動額   

新株の発行 6,749 －

当期変動額合計 6,749 －

当期末残高 55,981 55,981

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 38,929 45,679

当期変動額   

新株の発行 6,749 －

当期変動額合計 6,749 －

当期末残高 45,679 45,679

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 10,301 10,301

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,301 10,301

その他利益剰余金   

特別準備金   

前期末残高 17,650 17,650

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,650 17,650

配当引当準備金   

前期末残高 4,400 4,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,400 4,400

特別危険準備金   

前期末残高 22,350 22,350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 22,350 22,350

圧縮積立金   

前期末残高 243 236

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △6 △6

当期変動額合計 △6 △6

当期末残高 236 229
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △69,969 △62,137

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 6 6

当期純利益 5,090 7,735

自己株式の処分 △42 △11

土地再評価差額金の取崩 2,776 △2,259

当期変動額合計 7,831 5,472

当期末残高 △62,137 △56,665

自己株式   

前期末残高 △412 △204

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △13

自己株式の処分 210 33

当期変動額合計 207 20

当期末残高 △204 △184

株主資本合計   

前期末残高 72,725 94,257

当期変動額   

新株の発行 13,499 －

当期純利益 5,090 7,735

自己株式の取得 △2 △13

自己株式の処分 167 22

土地再評価差額金の取崩 2,776 △2,259

当期変動額合計 21,532 5,485

当期末残高 94,257 99,743

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

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45,010 △15,467

当期変動額合計 45,010 △15,467

当期末残高 26,018 10,551

土地再評価差額金   

前期末残高 △9,132 △11,908

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,776 2,259

当期変動額合計 △2,776 2,259

当期末残高 △11,908 △9,649
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 539 584

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44 △445

当期変動額合計 44 △445

当期末残高 584 139

純資産合計   

前期末残高 45,140 108,951

当期変動額   

新株の発行 13,499 －

当期純利益 5,090 7,735

自己株式の取得 △2 △13

自己株式の処分 167 22

土地再評価差額金の取崩 2,776 △2,259

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,279 △13,652

当期変動額合計 63,811 △8,167

当期末残高 108,951 100,784
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（１）連結ベース補足資料 

平成23年３月期 損益状況の対前期比較 

  

６．その他

  連 結 

         （単位：百万円）

区分 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

比較増減 増減率
（％）  

 保険引受収益  352,556  358,501  5,945  1.7
経 （うち正味収入保険料） (270,565) (265,039)  (△5,526)  (△2.0)

 （うち収入積立保険料） (18,382) (16,810)  (△1,571)  (△8.5)

 （うち生命保険料） (38,659) (67,195)  (28,536)  (73.8)
 保険引受費用  287,509  325,729  38,220  13.3
 （うち正味支払保険金） (161,100) (159,533)  (△1,566)  (△1.0)

常 （うち損害調査費） (14,011) (12,532)  (△1,478)  (△10.6)

 （うち諸手数料及び集金費） (52,578) (53,239)  (660)  (1.3)
 （うち満期返戻金） (50,053) (46,506)  (△3,546)  (△7.1)

 （うち生命保険金等） (5,958) (7,219)  (1,260)  (21.2)
 資産運用収益  23,903  36,590  12,686  53.1

損 （うち利息及び配当金収入） (20,073) (18,943)  (△1,130)  (△5.6)

 （うち有価証券売却益） (10,820) (25,693)  (14,873)  (137.5)
 資産運用費用  21,178  5,720  △15,457  △73.0

 （うち有価証券売却損） (9,404) (1,467)  (△7,937)  (△84.4)

 （うち有価証券評価損） (913) (733)  (△180)  (△19.8)

 （うち金融派生商品費用） (5,787) (755)  (△5,032)  (△87.0)

益 営業費及び一般管理費  55,486  51,212  △4,274  △7.7

 その他経常損益  △3,391  △1,852  1,539  －

 経常利益  8,894  10,577  1,683  18.9
特 
別 
損 
益 

特別利益  389  30  △358  △92.1
特別損失  400  3,012  2,611  652.2
特別損益  △11  △2,981  △2,970  －

税金等調整前当期純利益  8,882  7,595  △1,286  △14.5

法人税及び住民税等  1,348  329  △1,019  △75.6

過年度法人税等  585  －  △585  △100.0

法人税等調整額  2,165  5,166  3,000  138.5

法人税等合計  4,099  5,495  1,395  34.0

少数株主損益調整前当期純利益    －  2,100  －  －

当期純利益  4,783  2,100  △2,682  △56.1
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種目別保険料・保険金 

元受正味保険料（含む収入積立保険料） 

  

正味収入保険料 

  

正味支払保険金 

（注）諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額であります。 

  

  連 結 

区分 

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

構成比
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

金 額
（百万円） 

構成比 
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

        

火災  69,791  22.3  △2.7  69,328  22.8  △0.7

海上  1,434  0.5  △23.1  1,647  0.5  14.9

傷害  43,413  13.9  △7.8  41,569  13.6  △4.2

自動車  152,092  48.7  △3.7  148,261  48.7  △2.5

自動車損害賠償責任  29,963  9.6  △13.3  29,088  9.6  △2.9

その他  15,479  5.0  △6.0  14,554  4.8  △6.0

合計  312,175  100.0  △5.3  304,450  100.0  △2.5

（うち収入積立保険料）  (18,382)  (5.9)  (△14.6)  (16,810)  (5.5)  (△8.5)

区分 

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

構成比
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

金 額
（百万円） 

構成比 
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

        

火災  48,999  18.1  △2.7  48,614  18.3  △0.8

海上  1,532  0.6  △21.3  1,655  0.6  8.0

傷害  27,022  10.0  △5.4  26,581  10.0  △1.6

自動車  150,863  55.7  △3.8  147,530  55.6  △2.2

自動車損害賠償責任  28,589  10.5  △11.9  27,964  10.5  △2.2

その他  13,829  5.1  △6.1  13,140  5.0  △5.0

合計  270,836  100.0  △4.9  265,487  100.0  △2.0

区分 

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

構成比
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

金 額
（百万円） 

構成比 
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

        

火災  16,395  10.2  4.6  15,946  10.0  △2.7

海上  875  0.6  9.3  555  0.3  △36.5

傷害  12,605  7.8  5.5  11,961  7.5  △5.1

自動車  95,300  59.1  △1.7  95,462  59.8  0.2

自動車損害賠償責任  27,371  17.0  △4.2  27,337  17.1  △0.1

その他  8,609  5.3  △5.8  8,396  5.3  △2.5

合計  161,158  100.0  △1.2  159,660  100.0  △0.9
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リスク管理債権情報（連結） 

（注）各債権の意義は次のとおりです。 

(1）破綻先債権 

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

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

という）のうち、法人税法施行令に定める一定の事由が生じているものです。 

(2）延滞債権 

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

として利息の支払を猶予したもの以外のものです。 

(3）３ヵ月以上延滞債権 

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

先債権及び延滞債権に該当しないものです。 

(4）貸付条件緩和債権 

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

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

ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。 

  

    （単位：百万円）

  
前連結会計年度

（平成22年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成23年３月31日現在） 

破綻先債権額  110  9

延滞債権額  1,936  661

３ヵ月以上延滞債権額  －  －

貸付条件緩和債権額  4,189  3,923

合計  6,235  4,594

貸付金残高に対する比率 ％ 10.1 ％ 8.7

（参考）貸付金残高  62,008  52,652
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（２）単体ベース補足資料 

平成23年３月期 損益状況の対前期比較 

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

±その他収支 

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

２．正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）／正味収入保険料×100 

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

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

あります。 

  

  単 体 

         （単位：百万円）

区分  
第93期

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

第94期
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

比較増減 増減率
（％）  

 元受正味保険料（含む収入積立保険料）  311,984  304,405  △7,578  △2.4
 （元受正味保険料）  (293,601)  (287,594)  (△6,007)  (△2.0)

 保険引受収益  340,948  306,492  △34,456  △10.1
 （うち正味収入保険料）  (270,837)  (265,451)  (△5,386)  (△2.0)

経 （うち収入積立保険料）  (18,382)  (16,810)  (△1,571)  (△8.5)
 保険引受費用  277,297  271,751  △5,546  △2.0
 （うち正味支払保険金）  (160,937)  (159,439)  (△1,497)  (△0.9)
 （うち損害調査費）  (13,993)  (12,472)  (△1,521)  (△10.9)
 （うち諸手数料及び集金費）  (49,053)  (48,448)  (△605)  (△1.2)

常 （うち満期返戻金）  (50,053)  (46,506)  (△3,546)  (△7.1)

 資産運用収益  19,447  31,814  12,367  63.6
 （うち利息及び配当金収入）  (16,053)  (14,301)  (△1,752)  (△10.9)
 （うち有価証券売却益）  (10,385)  (25,559)  (15,174)  (146.1)
 資産運用費用  21,112  5,704  △15,407  △73.0

損 （うち有価証券売却損）  (9,340)  (1,454)  (△7,885)  (△84.4)
 （うち有価証券評価損）  (913)  (733)  (△180)  (△19.8)
 （うち金融派生商品費用）  (5,787)  (755)  (△5,032)  (△87.0)

 営業費及び一般管理費  50,079  45,885  △4,194  △8.4
 （保険引受に係る営業費及び一般管理費）  (48,245)  (44,359)  (△3,886)  (△8.1)

 その他経常損益  △2,842  △130  2,712 － 

益 経常利益  9,062  14,833  5,771  63.7
 （保険引受利益又は損失（△））  (15,100)  (△9,609)  (△24,710)  △163.6

特 
別 
損 
益 

特別利益  430  28  △401  △93.4
特別損失  400  2,943  2,543  635.0
特別損益  29  △2,915  △2,944  △9,958.7

税引前当期純利益  9,092  11,918  2,826  31.1
法人税及び住民税  1,230  248  △982  △79.8
過年度法人税等  585 －   △585  △100.0
法人税等調整額  2,185  3,934  1,749  80.0
法人税等合計  4,001  4,182  181  4.5
当期純利益  5,090  7,735  2,645  52.0

諸
比
率 

正味損害率 ％64.6 ％64.8        －           － 
正味事業費率  35.9  35.0            －           － 

運用資産利回り（インカム利回り） ％2.09 ％1.87            －           － 
資産運用利回り（実現利回り）  1.00  4.72            －           － 

（参考）時価総合利回り  8.49  1.79            －           － 
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＜利回りの計算方法＞ 

  

１．運用資産利回り（インカム利回り） 

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

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

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

・分母＝取得原価又は償却原価による平均残高 

  

２．資産運用利回り（実現利回り） 

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

取得原価をベースとした利回り。 

・分子＝資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用 

・分母＝取得原価又は償却原価による平均残高 

  

３．時価総合利回り（参考開示） 

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

ースとした利回り。 

・分子＝（資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用） 

＋（当期末評価差額*－前期末評価差額*）＋繰延ヘッジ損益増減 

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

＋売買目的有価証券に係る前期末評価損益 

 ＊ 税効果控除前の金額による。 
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種目別保険料・保険金 

元受正味保険料（除く収入積立保険料） 

  

正味収入保険料 

  

正味支払保険金 

（注）正味損害率は正味支払保険金に損害調査費を加えて算出しております。 

  

  単 体 

区 分 

第93期
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第94期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

構成比
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

金 額
（百万円） 

構成比 
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

            

火災  61,199  20.8  △1.4  61,417  21.4  0.4

海上  1,391  0.5  △23.1  1,638  0.6  17.7

傷害  33,655  11.5  △4.5  32,706  11.4  △2.8

自動車  152,092  51.8  △3.7  148,261  51.5  △2.5

自動車損害賠償責任  29,963  10.2  △13.3  29,088  10.1  △2.9

その他  15,299  5.2  △5.4  14,482  5.0  △5.3

合計  293,601  100.0  △4.6  287,594  100.0  △2.0

（収入積立保険料）  (18,382)  (6.3)  (△14.6)  (16,810)  (5.8)  (△8.5)

区 分 

第93期
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第94期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

構成比
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

金 額
（百万円） 

構成比 
（％） 

対前年増減
（△）率（％）

        

火災  48,998  18.1  △2.7  48,614  18.3  △0.8

海上  1,537  0.6  △20.0  1,656  0.6  7.7

傷害  27,022  10.0  △5.4  26,581  10.0  △1.6

自動車  150,862  55.7  △3.8  147,530  55.6  △2.2

自動車損害賠償責任  28,589  10.5  △11.9  27,964  10.5  △2.2

その他  13,827  5.1  △6.4  13,104  5.0  △5.2

合計  270,837  100.0  △4.9  265,451  100.0  △2.0

区 分 

第93期
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第94期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

金 額 
（百万円） 

対前年増減
（△）率（％）

正味
損害率（％） 

金 額
（百万円） 

対前年増減 
（△）率（％） 

正味
損害率（％）

        

火災  16,334  5.2  35.2  15,892  △2.7  34.3

海上  823  3.7  57.0  547  △33.6  35.4

傷害  12,605  5.5  51.4  11,961  △5.1  48.8

自動車  95,289  △1.7  69.1  95,462  0.2  70.2

自動車損害賠償責任  27,371  △4.2  102.8  27,337  △0.1  104.8

その他  8,512  △5.4  66.6  8,237  △3.2  67.7

合計  160,937  △1.1  64.6  159,439  △0.9  64.8
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ソルベンシー・マージン比率（単体） 

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

て算出しております。 

  

＜ソルベンシー・マージン比率＞ 

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

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

でも、十分な支払能力を保持しておく必要があります。 

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

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

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

・「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額であります。 

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

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

ります。 

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

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

  単 体 

  （単位：百万円）

   
前事業年度

（平成22年３月31日） 
当事業年度

（平成23年３月31日） 

(A）ソルベンシー・マージン総額  245,213  235,415

  資本金又は基金等  94,842  99,882

  価格変動準備金  378  682

  危険準備金  56  56

  異常危険準備金  120,558  121,451

  一般貸倒引当金  2,270  3,598

  その他有価証券の評価差額（税効果控除前）  33,171  14,208

  土地の含み損益  △13,654  △12,215

  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  91  251

(B）リスクの合計額     

 
 81,457  65,319

  一般保険リスク（Ｒ1）  16,115  15,878

  第三分野保険の保険リスク（Ｒ2） ― ―  

  予定利率リスク（Ｒ3）  1,349  1,311

  資産運用リスク（Ｒ4）  27,515  16,424

  経営管理リスク（Ｒ5）  2,719  2,188

  巨大災害リスク（Ｒ6）  45,678  39,325

(C）ソルベンシー・マージン比率 ％ ％ 

［(A)／｛(B)×１／２｝］×100  602.0  720.8

①保険引受上の危険 

（一般保険リスク） 

（第三分野保険の保険リスク） 

：保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害

に係る危険を除く。） 

②予定利率上の危険 

（予定利率リスク） 

：実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得

る危険 

③資産運用上の危険 

（資産運用リスク） 

：保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生

し得る危険等 

④経営管理上の危険 

（経営管理リスク） 

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

⑤巨大災害に係る危険 

（巨大災害リスク） 

：通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る

危険 
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[参考]平成23年度末（平成24年３月31日）から適用される新基準による数値 

ソルベンシー・マージン比率の信頼性にかかる一層の向上の観点から、ソルベンシー・マージン比率の算出にかかる法

令等が改正され、平成23年度末（平成24年３月31日）から新基準（注）が適用されます。適用開始までの間、新基準に基

づいて算出したソルベンシー・マージン比率を参考表示いたします。 

なお、新基準のソルベンシー・マージン比率は、リスク計測の厳格化等により、現行基準に比べ低下する場合がありま

すが、現行制度と同様、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。 

（注）「新基準」とは、現行基準に平成22年４月20日付内閣府令第23号及び金融庁告示第48号（平成24年３月31日から

適用）の改定内容を反映したものであります。 

  

  （単位：百万円）

   
当事業年度

（平成23年３月31日） 

(A）ソルベンシー・マージン総額  235,415

  資本金又は基金等  99,882

  価格変動準備金  682

  危険準備金  56

  異常危険準備金  121,451

  一般貸倒引当金  3,598

  その他有価証券の評価差額（税効果控除前）  14,208

  土地の含み損益  △12,215

  払戻積立金超過額 ―  

  負債性資本調達手段等  7,500

  控除項目 ―  

  その他  251

(B）リスクの合計額   

 
 80,108

  一般保険リスク（Ｒ1）  23,499

  第三分野保険の保険リスク（Ｒ2） ―  

  予定利率リスク（Ｒ3）  4,553

  資産運用リスク（Ｒ4）  25,310

  経営管理リスク（Ｒ5）  2,780

  巨大災害リスク（Ｒ6）  39,325

(C）ソルベンシー・マージン比率 ％ 

［(A)／｛(B)×１／２｝］×100  587.7
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－参考資料－ 

当事業年度末（平成23年３月31日）における 

証券化商品等の状況 

  

〔投融資状況〕 

  

その他 

当社では、米国サブプライムローン関連商品への直接投資はありません。 

ファンド・オブ・ファンズの中のファンドにおけるサブプライムローン関連商品への投資額は2011年３月末基準で

113百万円です。 

以上

  単 体 

  （単位：百万円）

    

簿価 含み損益

実現損益
（売却損益・減損等） 

      
減損

（引当） 

証券化商品等全体  2,907  －  －  －

 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  －  －  －  －

 ＬＢＯ型ローン  2,907  －  －  －

 ＣＤＯ等へ投資を行うＳＩＶ  －  －  －  －
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単体

１．基本項目
（単位：億円）

2010年3月期 2010年9月中間期 2011年3月期
前年度比 当中間期比

①正味収入保険料 2,708 1,339 2,654 △ 53 －
　　　（増　収　率） (△4.9%) (△2.0%) (△2.0%) (2.9%) (0.0%)
②総　資　産 9,331 9,199 9,183 △ 147 △ 15
③損　害　率 64.6% 64.6% 64.8% 0.2% 0.2%
④事 業 費 率 35.9% 34.8% 35.0% △ 0.9% 0.2%
⑤ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･ﾚｼｵ 100.5% 99.4% 99.7% △ 0.8% 0.3%
　収 支 残 率 △ 0.5% 0.6% 0.3% 0.8% △ 0.3%
⑥自　動　車
　　・正味収入保険料 1,508 744 1,475 △ 33 －
　　　　（増収率） (△3.8%) (△2.2%) (△2.2%) (1.6%) (0.0%)
　　・収 支 残 率 △ 1.5% △ 0.5% △ 1.4% 0.1% △ 0.9%
　　・損　害　率 69.1% 69.0% 70.2% 1.1% 1.2%
　　・事 業 費 率 32.4% 31.5% 31.2% △ 1.2% △ 0.3%
⑦火　　災
　　・正味収入保険料 489 228 486 △ 3 －
　　　　（増収率） (△2.7%) (△1.6%) (△0.8%) (1.9%) (0.8%)
　　・収 支 残 率 17.8% 13.7% 19.2% 1.4% 5.5%
　　・損　害　率 35.2% 38.4% 34.3% △ 0.9% △ 4.1%
　　・事 業 費 率 46.9% 47.9% 46.6% △ 0.3% △ 1.3%
⑧従 業 員 数 6,148人 5,840人 5,653人 △495人 △187人
⑨代 理 店 数 21,891店 22,668店 22,766店 875店 98店

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

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

　   　３．コンバインド・レシオ ＝ 損害率 ＋ 事業費率

　   　４．収支残率 ＝ 100 － コンバインド・レシオ

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

<参考>連結指標 （単位：億円）
2010年3月期 2010年9月中間期 2011年3月期

前年度比 当中間期比
①経常収益 3,770 2,047 3,960 189 －
②正味収入保険料 2,705 1,336 2,650 △ 55 －
　　　（増　収　率） (△5.0%) (△2.1%) (△2.0%) (3.0%) (0.1%)
③生命保険料 386 442 671 285 －
　　　（増　収　率） (17.8%) (153.6%) (73.8%) (56.0%) (△79.8%)
④経常利益 88 83 105 16 －
⑤当期(中間)純利益 47 49 21 △ 26 －

2011年3月期決算の補足資料

2011年5月17日

補足　１ 富士火災海上保険株式会社



２．その他の項目

①　不良債権の開示
【リスク管理債権】 （単位：億円）

2010年3月期 2010年9月中間期 2011年3月期
破　綻　先　債　権 1 0 0
延　 滞 　債 　権 19 8 6
３ヶ月以上延滞債権 － － －
貸付条件緩和債権 41 39 39
合      計     額 62 48 45

（貸付金残高に対する比率） (12.0%) (9.7%) (11.0%)

（参考）貸付金残高 518 496 419

【自己査定結果】 （単位：億円）
2010年3月期 2010年9月中間期 2011年3月期

非　　 分　　 類 9,209 9,078 9,043
Ⅱ　　 分　　 類 95 104 126
Ⅲ　　 分　　 類 23 12 10
Ⅳ　　 分　　 類 12 10 10
（Ⅱ～Ⅳ分類 計） (131) (128) (147)
合　　　　　 計 9,340 9,206 9,191

② 減損処理による有価証券の評価損
（単位：億円）

2010年3月期 2010年9月中間期 2011年3月期
公　　社　　債 － － －
株　　　　　式 9 7 7
外　国　証　券 － － －
そ　　の　　他 － － －
合　　　　　計 9 7 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｡

補足　２ 富士火災海上保険株式会社



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）1.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

      2.東日本大震災に伴う支払保険金・未払保険金は含めておりません。

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 487 102.9% 23 498 113.3% 11 511 108.9% 23
海　上  保  険 16 109.9% 0 17 104.9% 0 17 103.8% 0
傷　害  保  険 161 59.7% 8 165 60.4% 4 169 63.8% 8
自 動 車 保 険 49 3.3% 48 23 1.6% 23 47 3.2% 47
そ　　の　　他 109 78.9% 6 111 79.4% 3 112 85.7% 3
合　　　　　計 824 34.3% 86 817 34.6% 42 857 36.4% 83

（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  

⑧ 東日本大震災に伴う保険金支払い状況（家計部門の地震保険を除く）
（単位：億円）

発生保険金(2011年3月末)
9

※発生保険金＝支払保険金＋支払備金

2 － 0
－ － －

42

△ 2 △ 3

（単位：億円）

126 61 68

2010年3月期

1 － 0
2010年3月期 2010年9月中間期 2011年3月期

1 － 0

（単位：億円）

0
188 129

2011年3月期

0

50

2010年3月期 2010年9月中間期

2010年9月中間期 2011年3月期
52

368 317 158

種　　目
2011年3月期 累計件数 

129

（単位：百件）

159
件数 前期比増減件数 本体 子会社

629 29 470

（単位：億円）

27
4

2 7

1

27
2010年3月期 2010年9月中間期 2011年3月期

支払保険金(2011年3月末)

2 7

－

補足　３ 富士火災海上保険株式会社



⑨ 受再保険引受状況
（単位：億円）

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

⑩ 出再保険状況

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

2
40

2011年3月期
受再正味保険金

2010年3月期

3 2

受再正味保険金

1
10

受再正味保険料
11

受再正味保険料
42

188 273 184 273
5 5

1
2 3

2 1 5

8 5 7 1
252 299 242 293

2010年3月期 2011年3月期
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

1 0
164 10 168 13

1 1
69 33

10 818 8

5
202 337 195 333

（単位：億円）

479 402 463 396
23 10 21

66 34

補足　４ 富士火災海上保険株式会社



平成２３年３月期決算
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富士火災海上保険株式会社



平成23年3月期 決算概要

１．総括

（１）損益計算書

 ・正味収入保険料は、▲2.0％の減収となりましたが、前年同期の▲4.9％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▲0.9％の減少となりました。

 ・正味損害率は、自動車や自賠責における上昇の影響により総合計で0.2ポイントの上昇となりました。

 ・正味事業費は、コスト削減（物件費・人件費）の結果、4,491百万円減少し増減率は▲4.6％となりました。

 ・営業収支残は、コスト削減が寄与し前年同期比2,123百万円増加して731百万円となりました。

 ・東日本大震災の発生保険金として、5,372百万円を計上しております。このうち、4,425百万円が地震保険であり、

　支払備金として計上し同額の責任準備金を取崩しております。

 ・保険引受損益は、普通責任準備金の積増を行ったこと及び異常危険準備金について前期に計上した取崩が当期

　は無かったことから24,710百万円減益の▲9,609百万円となりました。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、有価証券売却損益が大幅に増加したことから

　資産運用損益は前年同期比27,980百万円増益の24,846百万円となりました。

 ・その他損益は貸倒引当金繰入額の減少等により2,501百万円増加し▲403百万円となりました。

 ・これらの結果、経常利益は前年同期比5,771百万円増益の14,833百万円となりました。

 ・特別損益は、固定資産処分損の増加や東日本大震災による社有ビルの修繕費の引当等を特別損失に計上

　したことから▲2,915百万円となりました。

 ・以上の結果、税引前当期純利益は、前年同期比2,826百万円増益の11,918百万円、当期純利益は、

　前年同期比2,645百万円増益の7,735百万円となりました。

【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（+） 270,837 ▲4.9 265,451 ▲5,386 ▲2.0

正味支払保険金（-） 160,937 ▲1.1 159,439 ▲1,497 ▲0.9

損害調査費（-） 13,993 ▲11.7 12,472 ▲1,521 ▲10.9

事業費（-） 97,299 ▲9.9 92,808 ▲4,491 ▲4.6

営業収支残 ▲1,392 - 731 2,123 -

支払備金積増額（-） 3,004 200.0 4,516 1,511 50.3

普通責任準備金積増額（-） ▲6,312 ▲393.9 4,075 10,388 -

異常危険準備金積増額（-） ▲11,694 - 3,357 15,051 -

その他（+） 1,491 1.1 1,608 117 7.8

保険引受損益 15,100 - ▲9,609 ▲24,710 ▲163.6

資産運用収益（+） 19,447 ▲1.0 31,814 12,367 63.6

（うち有価証券売却益） 10,385 47.2 25,559 15,174 146.1

資産運用費用（-） 21,112 ▲80.4 5,704 ▲15,407 ▲73.0

（うち有価証券売却損） 9,340 12.0 1,454 ▲7,885 ▲84.4

投資経費（-） 1,467 ▲3.1 1,262 ▲205 ▲14.0

資産運用損益 ▲3,133 - 24,846 27,980 -

その他損益（+） ▲2,904 - ▲403 2,501 -

経常利益 9,062 - 14,833 5,771 63.7

特別損益（+） 29 ▲98.9 ▲2,915 ▲2,944 ▲9,958.7

税引前当期純利益 9,092 - 11,918 2,826 31.1

法人税及び住民税（-） 1,816 446.7 248 ▲1,568 ▲86.3

法人税等調整額（-） 2,185 - 3,934 1,749 80.0

当期純利益 5,090 - 7,735 2,645 52.0

損害率 64.6 64.8

事業費率 35.9 35.0

収支残率 ▲ 0.5 0.3

コンバインドレシオ 100.5 99.7

※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

2010年3月期

諸
比
率

項　　目
2011年3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

普通備金家計地震
により増加

異常危険準備金取
崩の減少

固定資産処分損
増加や震災に係
る修繕費引当等
の計上
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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 2011年3月期 増減額

（資産の部）

　現金及び預貯金 51,400 27,257 ▲24,142

　コールローン 10,000 40,000 30,000

　有価証券 628,602 613,158 ▲15,443

　貸付金 51,813 41,947 ▲9,865

　有形固定資産 42,705 39,349 ▲3,356

　無形固定資産 267 657 389

　その他資産 85,043 90,939 5,895

　繰延税金資産 68,229 69,897 1,668

　貸倒引当金 ▲4,847 ▲4,753 93

　投資損失引当金 ▲60 ▲92 ▲32

　資 産 の 部 合 計 933,155 918,361 ▲14,793

（負債の部）

　保険契約準備金 787,104 776,302 ▲10,801

　　支払備金 99,821 104,338 4,516

　　責任準備金 687,282 671,964 ▲15,317

　その他負債 33,815 36,279 2,464

　退職給付引当金 232 204 ▲28

　役員退職慰労引当金 90 116 26

　賞与引当金 173 1,582 1,408

　価格変動準備金 378 682 303

　再評価に係る繰延税金負債 2,408 2,408 ▲0

　負債の部合計 824,203 817,576 ▲6,626

（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 ▲1,733 5,465

　自己株式 ▲204 ▲184 20

株主資本合計 94,257 99,743 5,485

　その他有価証券評価差額金 26,018 10,551 ▲15,467

　土地再評価差額金 ▲11,908 ▲9,649 2,259

評価・換算差額等合計 14,109 901 ▲13,207

　新株予約権 584 139 ▲445

　純資産の部合計 108,951 100,784 ▲8,167

　負債及び純資産の部合計 933,155 918,361 ▲14,793

【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 2.2 918,361 ▲14,793 ▲1.6

純資産 108,951 141.4 100,784 ▲8,167 ▲7.5

（自己資本比率） 11.6 11.0

リスク管理債権 6,235 351.0 4,594 ▲1,641 ▲26.3

（リスク管理債権対貸付金比率） 12.0 11.0

ＲＯＥ 6.7 7.4

１株当たり純利益（単位：円） 9.2 11.1

項　　目
2010年3月期 2011年3月期

払戻積立金　　▲22,903百万円
普通責任準備金  +4,075百万円
（うち自賠責 　▲8,018百万円）
（うち地震 　  ▲2,463百万円）
（うち一般種目 +14,557百万円）
異常危険準備金  +3,357百万円

安全資産へシフト
　公社債　   +42,617百万円
　株式　    ▲18,813百万円
　外国証券　 +27,301百万円
　その他証券▲66,549百万円

※外国証券はヘッジ付外債中心

普通備金 +2,475百万円
（うち家計地震　  +4,425百万円）
（うち火災(除地震)▲1,111百万円）
（うち自動車    ▲770百万円）等
IBNR備金 +2,040百万円
（主に自動車で増加）

（うち未経過保険料
の変更に係る影響額
+11,033百万円）

取崩と繰
入を相殺
後
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２．主なポイント

(１)　正味収入保険料

 ・主要種目は減収に終わったものの減収幅は改善しており、昨年末に投入した医療保険の新商品や

　料率改定による効果が期待されます。

 ・正味収入保険料は、種目合計で▲2.0％の減収となりましたが、前年同期の▲4.9％と比べ

　減収幅は改善しています。

　◇火　災　…　企業物件が落ち込むも不動産チャネルを中心に個人分野が増収し元受では微増。

　　　　　　　　再保険の影響により正味では微減となった

　◇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）

10年3月期 11年3月期

金額 増減額 増減率 金額 増減額 増減率

火　災 48,998 ▲1,371 ▲2.7% 48,614 ▲383 ▲0.8%

傷　害 27,022 ▲1,550 ▲5.4% 26,581 ▲440 ▲1.6%

自動車 150,862 ▲5,894 ▲3.8% 147,530 ▲3,332 ▲2.2%

新　種 13,827 ▲943 ▲6.4% 13,104 ▲722 ▲5.2%

海　上 1,537 ▲383 ▲20.0% 1,656 118 7.7%

自賠責 28,589 ▲3,855 ▲11.9% 27,964 ▲625 ▲2.2%

合　計 270,837 ▲13,998 ▲4.9% 265,451 ▲5,386 ▲2.0%

（一般計） 240,656 ▲10,257 ▲4.1% 235,861 ▲4,795 ▲2.0%

主要保険種目別増収率推移

火災

傷害

自動車

総合計 一般計

▲6.0%

▲4.0%

▲2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

増
収
率

火災 4.0% ▲0.6% 9.4% ▲2.7% ▲0.8%

傷害 4.1% 2.7% ▲2.5% ▲5.4% ▲1.6%

自動車 ▲1.1% ▲1.5% ▲2.6% ▲3.8% ▲2.2%

総合計 0.2% ▲0.7% ▲3.1% ▲4.9% ▲2.0%

一般計 0.8% ▲0.6% ▲0.2% ▲4.1% ▲2.0%

06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
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(２)　正味支払保険金・支払備金

 ・正味支払保険金は、自動車で大口事案の増加に伴う対人賠償の支払単価上昇等により増加した

　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▲0.9％の減少となりました。

 ・損害率は、自動車や自賠責における上昇の影響により総合計で0.2ポイントの上昇となりました。

 ・東日本大震災の発生保険金として、5,372百万円を計上しております。このうち、4,425百万円が

　地震保険であり、支払備金として計上しております。

 ・IBNR備金は、自動車において積増を行った結果、種目合計で2,040百万円の積増となりました。

※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））

10年3月期 11年3月期 増減率 10年3月期 11年3月期 差

火　災 16,334 15,892 ▲2.7% 火　災 35.2% 34.3% ▲0.9%

傷　害 12,605 11,961 ▲5.1% 傷　害 51.4% 48.8% ▲2.6%

自動車 95,289 95,462 0.2% 自動車 69.1% 70.2% 1.1%

新　種 8,512 8,237 ▲3.2% 新　種 66.6% 67.7% 1.1%

海　上 823 547 ▲33.6% 海　上 57.0% 35.4% ▲21.6%

自賠責 27,371 27,337 ▲0.1% 自賠責 102.8% 104.8% 2.0%

合　計 160,937 159,439 ▲0.9% 合　計 64.6% 64.8% 0.2%

（一般計） 133,565 132,101 ▲1.1% （一般計） 60.5% 60.5% 0.0%

※東日本大震災の正味発生保険金（支払備金）

（単位：百万円）

11年3月期

　火　災（地震保険除く） 338

傷　害 505

自動車 3

海　上 100

（一般計） 946

地　震 4,425

合　計 5,372

※IBNR備金残高推移 （単位：百万円）

10年3月期 11年3月期 増減額

火　災 2,952 2,796 ▲ 156

傷　害 6,259 5,818 ▲ 440

自動車 22,120 24,830 2,710

新　種 1,315 1,273 ▲ 42

海　上 99 69 ▲ 30

合　計 32,747 34,788 2,040
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(３)　正味事業費・事業費率

 ・事業費率は35.0％となり、前年同期の35.9%から更に低下しました。

※正味事業費推移 （単位：百万円）

10年3月期 11年3月期

金額 金額 増減額 増減率

事業費 97,299 92,808 ▲ 4,491 ▲4.6%

（うち人件費） 24,862 22,958 ▲ 1,903 ▲7.7%

（うち物件費） 21,235 19,337 ▲ 1,898 ▲8.9%

※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24,710百万円減益の▲9,609百万円となりました。

 ・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。

 ・異常危険準備金は前期に自動車において繰入率引き下げ等により、多額の取崩が発生しましたが、

　当期は当該取崩がなかったことから積増額が増加しました。

 ・東日本大震災により発生保険金が5,372百万円増加しましたが、うち4,425百万円が地震保険であり、

  同額の責任準備金を取崩しているため、損益への影響は946百万円でした。

※保険引受損益 （単位：百万円）

10年3月期 11年3月期 増減額

保険引受損益 15,100 ▲ 9,609 ▲ 24,710

　うち普通責任準備金積増額（-） ▲ 6,312 4,075 10,388 　

　うち異常危険準備金積増額（-） ▲ 11,694 3,357 15,051

※異常危険準備金残高推移 （単位：百万円）

09年3月期 10年3月期 11年3月期

火　災 46,461 48,779 51,157

傷　害 15,310 16,133 16,960

自動車 20,377 4,929 4,726

新　種 10,330 10,905 11,231

海　上 1,651 1,688 1,718

合　計 94,131 82,437 85,794

 ・前期に2009年度から2年間で70億円削減という目標を1年前倒しで達成しましたが、当期も引き続き
　業務の効率化を推進し人件費、物件費の削減を実施しました。

※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

 ・この結果、正味事業費は前期より4,491百万円減少し92,808百万円となりました。

* 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
うち未経過保険料システム整備による
影響額11,033百万円

97,299百万円

108,026百万円

92,808百万円

35.0%

35.9%

37.9%

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

09年3月期 10年3月期 11年3月期

正
味
事
業
費
（

百
万
円
）

33%

34%

35%

36%

37%

38%

39%

事
業
費
率

自動車は前期に繰入率引下げによ
り残高が減少
自動車以外では残高は増加
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(５)　資産運用損益

 ・当期は株式、外国投信、その他証券（ETF、不動産投資信託等）といったリスク性資産の圧縮を実行する

　 一方、負債特性に合わせた公社債中心の運用資産ポートフォリオの構築を進めました。また、リスクの

 　分散、期待収益率の向上を目的とし、新たに為替ヘッジ付外貨建債券への取組を実施しています。

 ・株式、その他証券等のリスク性資産の売却の結果、有価証券売却損益は前年同期比で23,060百万円

　 増加、更に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▲5,032百万円）もあり、

 　資産運用損益は27,980百万円増加しました。

 ・評価差額※は、リスク性資産の圧縮により、東日本大震災以降の日本株低下基調のなかにあっても、

　 売却益（24,105百万円）を計上したうえで、前年度末比21,070百万円の減少に止まりました。

　
（単位：百万円）

10年3月期 11年3月期 増減額

利息及び配当金収入 16,053 14,301 ▲ 1,752

有価証券評価損 ▲ 913 ▲ 733 180

有価証券売却損益等 ▲ 5,724 21,388 27,112

有価証券売却損益 1,044 24,105 23,060

その他運用収益・費用 ▲ 969 ▲ 1,964 ▲ 994

為替差損益 ▲ 11 2 14

金融派生商品収益・費用 ▲ 5,787 ▲ 755 5,032

積立保険料等運用益振替 ▲ 9,114 ▲ 8,867 247

有価証券償還損益 ▲ 1,965 19 1,985

投資経費 ▲ 1,467 ▲ 1,262 205

資産運用損益 ▲ 3,133 24,846 27,980

有価証券残高 （単位：百万円）

10年3月期 11年3月期 増減額

公社債 351,335 393,953 42,617

株式 58,592 39,779 ▲ 18,813

外国証券 118,744 146,045 27,301

（円建外債） 38,935 27,750 ▲ 11,185

（外貨建外債） 8,640 94,616 85,975

　（うち為替ヘッジ付） (-) (94,249) (94,249)

（外国株式） 12,243 12,259 16

（外国投信） 58,923 11,419 ▲ 47,504

その他証券 99,929 33,380 ▲ 66,549

合計 628,602 613,158 ▲ 15,443

評価差額※ 36,857 15,787 ▲ 21,070

※評価差額は、帳簿価額と貸借対照表計上額との差額。
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(６)　特別損益

 ・主に以下の特別損失を計上した結果、特別損益は2,944百万円減益の▲2,915百万円となりました。

　　固定資産処分損　983百万円　（不動産の圧縮を推進）

　　震災関連損失　　748百万円　（東日本大震災による社有ビルの修繕費の引当等）

　　税制適格年金からの移行に伴う損失　668百万円　

(７)　当期純利益

 ・経常利益が14,833百万円、特別損益が▲2,915百万円となり、税引前当期純利益は、前年同期比2,826

　百万円増益の11,918百万円となりました。

 ・当期純利益は、前年同期比2,645百万円増益の7,735百万円となりました。

(８)　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。

 ・家計地震において、東日本大震災の影響により危険準備金を取崩したことから、マージンが減少した

　一方、発生保険金の増加により責任限度額が減少し、巨大災害リスクが減少しました。

 ・結果、ソルベンシー・マージン比率は720.8％となり大幅に上昇しました（前年度末　602.0％）。

 ・また、当期より新基準に基づくソルベンシー・マージン比率を併せて算出しています。

　新基準ベースでは各リスク係数の増加（信頼水準の引き上げ）により資産運用リスク等が増加し、

　587.7％となりました。

（単位：百万円）

新基準

10年3月期 11年3月期 差 11年3月期

マージン総額 245,213 235,415 ▲9,797 235,415

（うち資本金等） 94,842 99,882 5,040 99,882

（うち評価差額金） 33,171 14,208 ▲18,963 14,208

リスク合計額 81,457 65,319 ▲16,138 80,108

（うち資産運用リスク） 27,515 16,424 ▲11,090 25,310

（うち巨大災害リスク） 45,678 39,325 ▲6,352 39,325

ソルベンシー・マージン比率 602.0% 720.8% 118.8% 587.7%

＊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。

現行基準
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1,132,392 1,167,958 3.1 918,361

1,021,521 1,072,004 4.9 817,576

110,871 95,954 △ 13.5 100,784

27,665 12,031 △ 56.5 10,551

377,050 396,012 5.0 340,957

8,894 10,577 18.9 14,833

8,882 7,595 △ 14.5 11,918

4,783 2,100 △ 56.1 7,735

* 連単倍率 0.94 0.27

（連結各社の概要） （単位：百万円）

5,090 7,735

△ 94 △ 5,671  *連結仕訳(親子間取引の消去等）があるため、各社の

54 79  　単純合計と連結当期純利益は一致しません。

△ 219 4 　 

 
  当期純利益は2,100百万円、連単倍率は0.27となりました。
  当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、前期（△94百万円）から5,577百万円損失が拡大し△5,671百万円の純損失となりました。

・生命保険料収入は66,785百万円となり、前期（38,420百万円）に比べ28,365百万円の増加となりました。

・保険引受費用は、前期（37,604百万円）に比べ33,019百万円増加し、70,624百万円となりました。

 なお、東日本大震災に関連し、942百万円の支払備金等を計上しております。

・営業費及び一般管理費は、前期（5,216百万円）に比べ474百万円増加の5,690百万円となりました。

・利息及び配当金収入は、前期（3,719百万円)に比べ723百万円増加の4,443百万円となりました。

 ・AMERICAN FUJI ・純損益は79百万円となり、前期（54百万円）に比べ24百万円増加しました。

・正味支払保険金は66百万円となり、前期（127百万円）に比べ60百万円減少しました。

・支払備金の戻入額は、前期（86百万円）に比べ30百万円減少し、55百万円となりました。

・利息及び配当金収入は、前期（371百万円）に比べ57百万円減少し、313百万円となりました。

・有価証券売却損益は49百万円となり、前期（△14百万円）に比べ63百万円増加しました。

 ・FUJI INTERNATIONAL ・純損益は4万円となり、前期（△219百万円）に比べ223百万円増加しました。

・事業費は、前期（245百万円）に比べ238百万円減少し、7百万円となりました。

・支払備金の戻入額は、前期（78百万円）に比べ35百万円増加し、114百万円となりました。

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32,452百万円の流入、投資活動が20,948百万円の流出、財務活動が405百万円の流出となり、

合計10,696百万円の資金の流入となりました。

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23,676百万円増加しています。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                                28,536百万円 収入保険料（積立含む）の減少                     7,097百万円
事業費（損調費含む）の減少                     5,092百万円 利息及び配当金等の受取額の減少              3,940百万円
満期返戻金の減少                                   3,546百万円 法人税等の支払・還付の収支                      2,683百万円

営業債権・債務の増減による収支              2,120百万円

・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、20,948百万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（△509,682百万円）、有価証券の売却・償還による収入（477,397百万円）

貸付による支出（△16,574百万円）、貸付金回収による収入（25,668百万円）

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405百万円の流出にとどまっています。

10,696

△ 19,181

 現金及び現金同等物
増減額

（単位：百万円）

  営業活動による
ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

前 期 純 利 益
( 又 は 純 損 失 )

当 期 純 利 益
( 又 は 純 損 失 )

2010年３月期 2011年３月期

１．連結決算の概要
 

増 減 率

（単位：百万円、％）

富 士 火 災 単 体

平成23年３月期　 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

14,678△ 42,971

32,452 △ 405△ 20,948

ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

前　期
（2010年３月期）

当　期
（2011年３月期）

 

富士火災

富士生命

AMERICAN FUJI

FUJI INTERNATIONAL

２．連結キャッシュ・フロー計算書

8,776

　　純資産の部合計

　　　(その他有価証券評価差額金)

　　当期純利益

   [損益計算書関係]

　　経常収益

　　経常利益

　　税金等調整前当期純利益

2010年３月期 2011年３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）

2010年3月期 2011年3月期 増減 増減率

経常収益 55,611 84,546 28,934 52.0%
保険料等収入 51,114 79,453 28,339 55.4%
資産運用収益 4,104 4,527 422 10.3%
その他経常収益 393 565 172 43.9%

経常費用 55,301 88,597 33,295 60.2%
保険金等支払金 18,606 19,779 1,173 6.3%
責任準備金等繰入額 27,231 56,553 29,322 107.7%
資産運用費用 3 18 14 378.3%
事業費 8,800 11,503 2,703 30.7%
その他経常費用 660 742 82 12.5%

経常利益（▲経常損失） 309 ▲4,051 ▲4,361 ▲1,407.0%
特別利益 - 1 1 -
特別損失 41 63 22 54.6%
契約者配当準備金繰入額 333 405 72 21.8%
税引前当期純損失 64 4,519 4,455 6,938.2%
法人税等合計 29 1,151 1,121 3,756.8%
当期純損失 94 5,671 5,577 5,928.4%

　　概況のポイント
（保険料等収入）

（当期純損失）

　〈責任準備金の積立〉
・保険料収入の大幅な増加により、責任準備金等繰入額は全体で29,322百万円、前期比107.7％の伸びとなりました。

　〈事業費の増加〉

２．主要な経営諸指標の推移
（単位：百万円） （参考）

2010年3月期 2011年3月期 差 2009年3月期
総資産 206,890 259,119 52,229 179,714
純資産 13,258 7,398 ▲ 5,860 13,461
（自己資本比率） 6.4% 2.9% ▲3.5% 7.5%
その他有価証券評価差額金 1,454 1,265 ▲ 188 1,563

３．ソルベンシー・マージン比率の推移
（現行基準） （単位：百万円） （参考）

2010年3月期 2011年3月期 差 2009年3月期
ソルベンシー・マージン総額 29,951 25,508 ▲ 4,443 29,393
リスクの合計額 1,848 2,218 369 1,688
ソルベンシー・マージン比率 3,240.7% 2,299.8% ▲940.9% 3,482.4%

【参考】（新基準によるソルベンシー・マージン基準）
（単位：百万円）

2011年3月期
ソルベンシー・マージン総額 18,707

リスクの合計額 3,383

ソルベンシー・マージン比率 1,105.8%

・東日本大震災に関連し支払備金等を942百万円計上しました。

　〈繰延税金資産〉
・繰延税金資産に対し評価性引当金を大幅に積み増した影響により、法人税等合計は1,151百万円と大幅に増加しまし
た。

・新規獲得契約の伸び（新契約年換算保険料ベースで7,044百万円から10,007百万円へと42％増加）に伴い代理店手数
料が3,728百万円から6,140百万円へと2,411百万円、64.7％増加したことにより事業費全体で前期比2,703百万円、
30.7％の増加となりました。

平成23年3月期 富士生命決算概要

当期より新基準に基づくソルベンシー・マージン比率を併せて算出しています。新基準ベースでは、保険料積立金余剰部分
のマージン算入において中核資本が算入の限度となったこと、および各リスク係数の増加（信頼水準の引き上げ）により資産
運用リスク等が増加し、1,105.8%となりました。
＊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。

銀行窓販による個人年金の保険料約20,000百万円の計上、低解約返戻金型の終身保険の売り上げ増加、第三分野の新商品の投入等
により、保険料等収入は79,453百万円と大幅に伸び、前期比55.4％の増加となりました。

＊個人年金保険料全額を除いたベースの保険料でも、低解約返戻金型の終身保険「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）の新発売などにより保険料収入は、前期比8,424百万円、17.2％増加しました。

当期は、経常収益が84,546百万円、経常費用が88,597百万円となり、4,051百万円の経常損失を計上した結果、最終的に5,671百万円
の純損失となりました。　主な要因は以下のとおりです。

・前納保険料および保有契約の増加により、未経過保険料繰入額は18,324百万円増加しました。
（保有契約件数ベースは前年度末比24.4％の増加となりました）

・２０１０年度の医療・がん保険の新契約が増大した状況を考慮して行ったオープン型の収支分析（将来５年間の資産と負
債の残高の状況）の結果、２０１１年度に想定される新契約獲得時の初期コストによる損失に対して事前に備え、将来の
債務の履行を確実なものとするために追加責任準備金を769百万円積立てております。

　〈東日本大震災の影響〉

富士生命
単体
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