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１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年６月30日）
（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第１四半期 11,689 17.0 550 214.4 350 236.7

2020年３月期第１四半期 9,989 14.7 175 △70.3 104 △75.7

(注)包括利益 2021年３月期第１四半期 724 百万円 ( 832.8％)2020年３月期第１四半期 77 百万円 (△83.0％)

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

2021年３月期第１四半期 17.32 17.30

2020年３月期第１四半期 5.15 5.15

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第１四半期 46,857 24,032 51.1

2020年３月期 45,598 23,325 50.9

(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 23,922 百万円 　2020年３月期 23,189 百万円

２．配当の状況

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

　2020年３月期 － 0.00 － 5.00 5.00

　2021年３月期 －

　2021年３月期(予想) － － － －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

経常収益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 22,200 10.7 1,100 120.9 790 129.3 39.07

通期 45,600 10.0 2,900 32.4 2,060 35.0 101.89

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期１Ｑ 20,250,900株 2020年３月期 20,225,900株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 9,451株 2020年３月期 7,861株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 20,224,877株 2020年３月期１Ｑ 20,209,563株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（業績予想の記述について）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また実際の業績等は

様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注

意事項等については、[添付資料]P.３「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響から景気が急速

に悪化しており、緊急事態宣言の解除後も、感染拡大の第２波への懸念などから景気は当面の間低迷すると予想さ

れ、先行きが不透明な状況が続いています。

このようななか、当社グループの中核子会社であるアニコム損害保険株式会社の重点施策と位置付けている「ペ

ット保険の更なる収益力向上」に向け、商品開発の強化や販売チャネルの営業活動強化などに注力したことに加え、

堅調なペット飼育需要により、保有契約数は842,754件（前連結会計年度末から26,500件の増加・同3.2％増）と、

順調に増加しております。また、E/I損害率 注1）については、新規契約増による商品ポートフォリオの改善や商品

改定による料率改定の効果により58.7％と前年同期比で0.1pt改善いたしました。既経過保険料ベース事業費率 注

2）は、規模拡大に向けた積極投資は継続しながらも経費管理を実施した結果、36.7％と前年同期比で0.3pt低下い

たしました。この結果、両者を合算したコンバインド・レシオ（既経過保険料ベース）は前年同期比で0.4pt低下し

95.4％となりました。

また、アニコムグループは前連結会計年度より基礎固めから第二期創業期としてのフェーズへ移行する期がスタ

ートしており、あらゆるデータから、病気・ケガを分析し、「健康度」を見る予防型保険会社グループへ成長する

ため、新規事業の重点施策に対する取組みを加速させております。遺伝子検査事業については、避けられる遺伝病

を繁殖前後の遺伝子検査によって回避し、その後は遺伝子解析といった科学・技術・データに医療のサポートを加

えたブリーディング支援に繋げていきます。加えて、腸内フローラ測定によるどうぶつの健康チェックの普及、共

生細菌をキーにしたフード開発、生活習慣コンサル等の事業化を進めております。更に、どうぶつ医療における高

度先進医療（細胞治療、再生医療）を実用化し、拡大を図るとともに、カルテ管理システム事業の拡大（予約シス

テム等の機能の充実）等とあわせ、データのさらなる活用による予防法の開発、ペット関連事業の海外展開を目指

しております。

以上の結果、当社グループにおける当第１四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。

保険引受収益10,560百万円(前年同四半期比11.0％増)、資産運用収益113百万円(同40.6％増)、新規事業等を含む

その他経常収益1,015百万円(同155.3％増)を合計した経常収益は11,689百万円(同17.0％増)となりました。一方、

保険引受費用7,688百万円(同9.8％増)、営業費及び一般管理費3,114百万円(同17.7％増)などを合計した経常費用は

11,138百万円(同13.5％増)となりました。この結果、経常利益は550百万円(同214.4％増)、親会社株主に帰属する

四半期純利益は350百万円(236.7％増)となりました。

注１）E/I損害率：発生ベースでの損害率。

(正味支払保険金＋支払備金増減額＋損害調査費)÷既経過保険料にて算出。

注２）既経過保険料ベース事業費率：発生ベースの保険料(既経過保険料)に対する発生ベースの事業費率。

損保事業費÷既経過保険料にて算出。
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（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,258百万円増加して46,857百万円となりま

した。その主な要因は、有価証券の増加1,581百万円であります。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ551百万円増加して22,824百万円となりました。その主な要因は、保有契

約の増加に伴う保険契約準備金の増加844百万円であります。なお、金融機関等からの借入金はありません。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ707百万円増加して24,032百万円となりました。その主な要因は、親会

社株主に帰属する四半期純利益350百万円の計上によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、保有契約の順調な増加により、責任準備金が721百万円増加したこと等

により991百万円の収入となり、前第１四半期連結累計期間に比べると360百万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、1,050百万円の支出となりました。主に有価証券の取得による支出であ

り、前第１四半期連結累計期間に比べると2,617百万円の支出の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間では103百万円の支出、当第１四半期連結累

計期間では18百万円の支出となりました。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より78百万円

減少し、21,498百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想のうち、連結業績予想につきましては、2020年５月12日に公表致しました決算短信中の

「2021年３月期の連結業績予想」をご参照ください。なお、今後の業績推移により修正の必要が生じた場合には速

やかに公表致します。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

現金及び預貯金 24,427 24,348

有価証券 9,999 11,580

貸付金 127 95

有形固定資産 1,858 1,823

無形固定資産 3,956 3,850

その他資産 4,263 4,335

未収金 1,923 1,931

未収保険料 508 520

仮払金 906 934

その他の資産 926 949

繰延税金資産 1,041 900

貸倒引当金 △75 △76

資産の部合計 45,598 46,857

負債の部

保険契約準備金 17,977 18,821

支払備金 2,328 2,450

責任準備金 15,649 16,371

その他負債 4,018 3,808

賞与引当金 209 122

特別法上の準備金 68 71

価格変動準備金 68 71

負債の部合計 22,273 22,824

純資産の部

株主資本

資本金 7,981 8,036

資本剰余金 7,871 7,925

利益剰余金 7,868 8,117

自己株式 △0 △0

株主資本合計 23,719 24,078

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △530 △156

その他の包括利益累計額合計 △530 △156

新株予約権 135 110

純資産の部合計 23,325 24,032

負債及び純資産の部合計 45,598 46,857
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

経常収益 9,989 11,689

保険引受収益 9,511 10,560

（うち正味収入保険料） 9,511 10,560

資産運用収益 80 113

（うち利息及び配当金収入） 42 69

（うち有価証券売却益） 38 44

その他経常収益 397 1,015

経常費用 9,814 11,138

保険引受費用 7,005 7,688

（うち正味支払保険金） 4,736 5,495

（うち損害調査費） 263 289

（うち諸手数料及び集金費） 869 1,059

（うち支払備金繰入額） 259 122

（うち責任準備金繰入額） 876 721

資産運用費用 1 0

（うち有価証券売却損） 1 0

営業費及び一般管理費 2,647 3,114

その他経常費用 160 334

（うち支払利息） 0 0

経常利益 175 550

特別利益 4 0

新株予約権戻入益 4 0

特別損失 8 7

固定資産処分損 0 0

特別法上の準備金繰入額 3 3

価格変動準備金繰入額 3 3

その他の特別損失 5 4

税金等調整前四半期純利益 171 544

法人税及び住民税等 90 197

法人税等調整額 △23 △4

法人税等合計 67 193

四半期純利益 104 350

親会社株主に帰属する四半期純利益 104 350
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益 104 350

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △26 373

その他の包括利益合計 △26 373

四半期包括利益 77 724

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 77 724

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 171 544

減価償却費 149 236

支払備金の増減額（△は減少） 259 122

責任準備金の増減額（△は減少） 876 721

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △83 △86

価格変動準備金の増減額（△は減少） 3 3

利息及び配当金収入 △42 △69

有価証券関係損益（△は益） △36 △43

株式報酬費用 26 27

新株予約権戻入益 △4 △0

支払利息 0 0

有形固定資産関係損益（△は益） 0 0

持分法による投資損益（△は益） 14 42

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）

△106 △139

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）

△146 61

小計 1,079 1,420

利息及び配当金の受取額 57 76

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △505 △505

営業活動によるキャッシュ・フロー 630 991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △4,923 △2,924

有価証券の売却・償還による収入 1,642 2,050

資産運用活動計 △3,280 △873

営業活動及び資産運用活動計 △2,650 117

有形固定資産の取得による支出 △134 △94

無形固定資産の取得による支出 △218 △76

その他 △34 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,667 △1,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 － 84

リース債務の返済による支出 △1 △2

配当金の支払額 △101 △101

財務活動によるキャッシュ・フロー △103 △18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,140 △78

現金及び現金同等物の期首残高 27,693 21,577

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,552 21,498
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理の適用）

該当事項はありません。

（セグメント情報）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日　至 2019年６月30日)

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告
セグメント その他

(注)１
合計 調整額

四半期連結
財務諸表

計上額(注)２損害保険事業

外部顧客への経常収益 9,595 394 9,989 － 9,989

セグメント間の内部
経常収益又は振替高

－ 82 82 △82 －

計 9,595 477 10,072 △82 9,989

セグメント利益又は
損失(△)

224 △49 175 － 175

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店事業、動物病院支援

事業、動物医療分野における臨床・研究事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(単位：百万円)

損害保険事 その他 全社・消去 合計

当四半期償却額 － 11 － 11

当四半期末残高 － 123 － 123
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年６月30日)

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)
報告

セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
財務諸表
計上額(注)

２
損害保険事

業

ペット向け
インターネ
ットサービ
ス事業

計

外部顧客への経常収益 10,675 374 11,050 638 11,689 － 11,689

セグメント間の内部
経常収益又は振替高

47 34 81 124 206 △206 －

計 10,723 409 11,132 762 11,895 △206 11,689

セグメント利益又は
損失(△)

496 98 595 △44 550 － 550

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店事業、動物病院支援

事業、動物医療分野における臨床・研究事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度末より、株式会社シムネットの株式を取得し連結子会社としたことに伴い、従来の報告セグメント

に「ペット向けインターネットサービス事業」を追加しております。なお、報告セグメントの変更が、前第１四半期

連結累計期間のセグメント情報に与える影響はありません。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(単位：百万円)

損害保険事
ペット向けインタ
ーネットサービス

事業
その他 全社・消去 合計

当四半期償却額 － 33 22 － 56

当四半期末残高 － 1,972 489 － 2,462
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３．補足情報

（１）2021年３月期 第１四半期損益状況

(単位：百万円)

区分

前第１四半期
連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期
連結累計期間

(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

比較増減
増減率
(％)

経
常
損
益

保険引受収益 9,511 10,560 1,048 11.0

(うち正味収入保険料) (9,511) (10,560) (1,048) (11.0)

保険引受費用 7,005 7,688 683 9.8

(うち正味支払保険金) (4,736) (5,495) (758) (16.0)

(うち損害調査費) (263) (289) (25) (9.8)

(うち諸手数料及び集金費) (869) (1,059) (190) (21.9)

(うち支払備金繰入額) (259) (122) (△136) (△52.7)

(うち責任準備金繰入額) (876) (721) (△155) (△17.7)

資産運用収益 80 113 32 40.6

(うち利息及び配当金収入) (42) (69) (26) (61.8)

(うち有価証券売却益) (38) (44) (6) (16.7)

資産運用費用 1 0 △0 △47.3

営業費及び一般管理費 2,647 3,114 467 17.7

その他経常損益 237 681 444 187.3

経常利益 175 550 375 214.4

特
別
損
益

特別利益 4 0 △4 △84.0

特別損失 8 7 △0 △11.1

特別損益 △3 △6 △3 85.8

税金等調整前四半期純利益 171 544 372 217.2

法人税及び住民税等 90 197 107 118.1

法人税等調整額 △23 △4 19 △82.7

法人税等合計 67 193 126 187.3

親会社株主に帰属する
四半期純利益

104 350 246 236.7
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（２）経常収益の状況

経常収益をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

対前年
同四半期比

金額(百万円) 金額(百万円) (％)

損害保険事業(ペット保険) 9,595 10,675 11.3

損害保険(アニコム損害保険㈱) 9,595 10,675 11.3

(うち正味収入保険料) 9,511 10,560 11.0

ペット向けインターネットサービス事業 － 374 －

その他の事業 394 638 61.8

動物病院支援 53 59 9.8

保険代理店 4 3 △12.0

動物医療分野における臨床・研究 180 381 111.3

その他 156 193 24.2

合計 9,989 11,689 17.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（３）種目別保険料・保険金

アニコム損害保険株式会社における保険引受の実績は以下のとおりであります。

① 元受正味保険料(含む収入積立保険料)

区分

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年同四半
期増減(△)
率(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年同四半
期増減(△)
率(％)

ペット保険 9,511 100.0 13.6 10,560 100.0 11.0

合計 9,511 100.0 13.6 10,560 100.0 11.0

(うち収入積立保険料) (－) (―) (―) (－) (―) (－)

(注) 元受正味保険料(含む収入積立保険料)とは、元受保険料から元受解約返戻金及び元受その他返戻金を控

除したものであります。(積立型保険の積立保険料を含む)

② 正味収入保険料

区分

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年同四半
期増減(△)
率(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年同四半
期増減(△)
率(％)

ペット保険 9,511 100.0 13.6 10,560 100.0 11.0

合計 9,511 100.0 13.6 10,560 100.0 11.0

③ 正味支払保険金

区分

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年同四半
期増減(△)
率(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年同四半
期増減(△)
率(％)

ペット保険 4,736 100.0 7.7 5,495 100.0 16.0

合計 4,736 100.0 7.7 5,495 100.0 16.0
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（４）有価証券関係

企業集団の事業の運営において重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められ

るものは、次のとおりであります。

１．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

２．その他有価証券

前連結会計年度(2020年３月31日)

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

株式 224 169 △55

その他 9,347 8,666 △680

合計 9,571 8,835 △736

(注) 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、上表に含めておりません。

当第１四半期連結会計期間(2020年６月30日)

種類
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)

株式 169 137 △32

その他 10,477 10,292 △185

合計 10,647 10,429 △217

(注) 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、上表に含めておりません。
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（５）ソルベンシー・マージン比率

アニコム損害保険株式会社の「ソルベンシー・マージン比率」については、以下のとおりであります。

前事業年度末
(2020年３月31日)

(百万円)

当第１四半期会計期間末
(2020年６月30日)

(百万円)

(A) ソルベンシー・マージン総額 18,747 19,720

資本金又は基金等 17,572 17,810

価格変動準備金 68 71

危険準備金 － －

異常危険準備金 1,458 1,640

一般貸倒引当金 364 396

その他有価証券の評価差額(税効果控除前) △736 △217

土地の含み損益 19 19

払戻積立金超過額 － －

負債性資本調達手段等 － －

払戻積立金超過額及び負債性資本調達手段等のう
ち、マージンに算入されない額

－ －

控除項目 － －

その他 － －

(B) リスクの合計額
√{(Ｒ１＋Ｒ２)²＋(Ｒ３＋Ｒ４)²}＋Ｒ５＋Ｒ６

10,502 10,807

一般保険リスク(Ｒ１) 10,179 10,483

第三分野保険の保険リスク(Ｒ２) － －

予定利率リスク(Ｒ３) － －

資産運用リスク(Ｒ４) 1,373 1,352

経営管理リスク(Ｒ５) 231 236

巨大災害リスク(Ｒ６) － －

(C) 単体ソルベンシー・マージン比率(％)
[(A)／{(B)×１／２}]×100

357.0％ 364.9％

(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。

・この「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、「単体ソルベンシー・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をいいます。

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)

：積立型保険について、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

決算短信（宝印刷） 2020年08月07日 14時52分 16ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



アニコム ホールディングス (株) (8715) 2021年３月期 第１四半期決算短信

― 15 ―

・「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)、土地の含み益の一

部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、経営の健全性を判断するために活用す

る客観的な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。
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