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計算書類

■ 貸借対照表 （単位：百万円、％）

年度

科目

2019年度
（2020年3月31日現在）

2020年度
（2021年3月31日現在） 増減率

金額 構成比 金額 構成比

（資産の部）

現金及び預貯金 9,268 53.7 8,940 48.0 △3.5

預貯金 9,268 8,940

有価証券 6,221 36.0 7,877 42.3 26.6

社債 6,221 7,877

貸付金 181 1.1 181 1.0 0.0

一般貸付 181 181

有形固定資産 50 0.3 48 0.3 △4.0

建物 18 15

その他の有形固定資産 32 32

無形固定資産 12 0.1 9 0.0 △27.4

ソフトウェア 12 9

その他の無形固定資産 0 0

その他資産 479 2.8 524 2.8 9.5

未収保険料 99 99

代理店貸 147 202

共同保険貸 8 14

再保険貸 17 11

外国再保険貸 7 27

未収金 2 3

未収法人税等 39 －

未収収益 4 8

預託金 93 94

仮払金 60 63

前払年金費用 105 0.6 95 0.5 △9.8

繰延税金資産 946 5.5 960 5.2 1.5

貸倒引当金 － － △1 0.0 －

資産の部合計 17,265 100.0 18,635 100.0 7.9

■ 貸借対照表の注記（2020年度）
1. 有価証券の評価基準および評価方法は次のとおりであります。
（1）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り行っております。

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より行っております。
（2）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り

行っております。
2. 有形固定資産の減価償却は、定額法により行っております。
3. 無形固定資産の減価償却は、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によ
り行っております。

4. 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理基準に準拠しております。
5. 貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に基づき、次のとおり計上しております。
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およ
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に基づき貸倒実績率を算出し、それを基礎として求めた予
想損失率を債権額に乗じることにより、今後の一定期間における損失見込額を算出し、当該損失見込額を引き当てておりま
す。
また、全ての債権について、資産の自己査定基準に基づき各所管部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査
部が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

6. 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上し
ております。
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（単位：百万円、％）

年度

科目

2019年度
（2020年3月31日現在）

2020年度
（2021年3月31日現在） 増減率

金額 構成比 金額 構成比

（負債の部）

保険契約準備金 9,665 56.0 10,884 58.4 12.6

支払備金 5,393 5,988

責任準備金 4,272 4,895

その他負債 476 2.8 640 3.4 34.3

共同保険借 61 41

再保険借 18 20

外国再保険借 4 82

未払法人税等 16 36

未払金 148 173

仮受金 227 285

退職給付引当金 97 0.6 99 0.5 2.0

賞与引当金 74 0.4 62 0.3 △15.6

特別法上の準備金 9 0.1 11 0.1 16.5

価格変動準備金 9 11

負債の部合計 10,323 59.8 11,698 62.8 13.3

（純資産の部）

資本金 6,200 35.9 6,200 33.3 0.0

資本剰余金 1,600 9.3 1,600 8.6 0.0

資本準備金 1,600 1,600

利益剰余金 △849 △4.9 △842 △4.5 －

その他利益剰余金 △849 △842

繰越利益剰余金 △849 △842

株主資本合計 6,950 40.3 6,957 37.3 0.1

その他有価証券評価差額金 △8 △20

評価・換算差額等合計 △8 0.0 △20 △0.1 －

純資産の部合計 6,941 40.2 6,937 37.2 △0.1

負債及び純資産の部合計 17,265 100.0 18,635 100.0 7.9

過去勤務費用は、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による定額法により翌期から費用処理して
おります。

7. 賞与引当金は、従業員賞与に充てるため、当期末における支給見込額を基準に計上しております。
8. 価格変動準備金は、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。
9. 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仮払金に計上し、5年間で均等償却を行っております。

10. 保険業法施行規則第70条第3項に基づき、責任準備金を追加して積み立てることとしております。
これにより、当期末において、積み立てている額はありません。

11. 有形固定資産の減価償却累計額は、48百万円であります。
12.（1）貸付金のうち、破綻先債権額ならびに延滞債権額はありません。

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払い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または利
息の取立てまた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（貸倒引当金への繰入限度額）に掲げる事由または同項第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、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目
的として利息の支払いを猶予した貸付金以外の貸付金であります。
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（2）貸付金のうち、3ヵ月以上延滞債権額はありません。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払いが、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金で、
破綻先債権および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ありません。
なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建また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、延滞債権および3ヵ月
以上延滞債権に該当しないものであります。

（4）破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額および貸付条件緩和債権額の合計額はありません。
13. 退職給付に関する事項は次のとおりであります。
（1）退職給付債務およびその内訳

退職給付債務 △662百万円
年金資産 565百万円
未積立退職給付債務 △96百万円
未認識数理計算上の差異 93百万円
未認識過去勤務費用 △1百万円
貸借対照表計上額の純額 △4百万円
前払年金費用 95百万円
退職給付引当金 △99百万円

（2）退職給付債務等の計算基礎
退職給付見込額の期間配分方法 給付算定式基準
割引率 退職一時金 0.4%

企業年金基金 0.6%
長期期待運用収益率 2.0%
過去勤務費用の処理年数 8.7年
数理計算上の差異の処理年数 12.1年～19.7年

14. 支払備金は以下のとおり計上しております。
（1）当年度の計算書類に計上した金額
　 支払備金 5,988百万円
（2）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

保険業法第117条、同施行規則第72条および第73条の規定ならびに平成10年大蔵省告示第234号（以下「法令等」
という。）に基づき、保険契約に基づき支払義務が発生した、または発生したと認められる保険金等のうち、まだ支払
っていない金額を見積り、支払備金として積み立てております。

①算出方法
法令等に基づき、普通支払備金については、支払事由の発生の報告があった保険契約について、支払事由の報告内容、
保険契約の内容および損害調査内容等に基づき個別に支払見込額を見積もっており、また、既発生未報告損害支払備金
（以下「IBNR備金」という。）については、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由
が既に発生したと認められるものについて、保険種類等の計算単位ごとに、主として統計的手法を用いて見積もってお
ります。

②翌年度の財務諸表に与える影響
法令等の改正、裁判の判例の動向、インフレおよび雇用情勢などの変動要因により、保険金等の支払額や支払備金の
計上額が当初の見積りから変動する可能性があります。また、足元の新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、これら
の変動要因にも影響を及ぼす可能性があります。なお、IBNR備金は、過去の実績等を勘案し、適正な保険数理に基づ
き積み立てておりますが、支払事由の発生について未報告であること等に起因する不確実性を有しております。

(表示方法の変更）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度の年度末に係る計
算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

15. 支払備金の内訳は次のとおりであります。
支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 6,023百万円
上記に係る出再支払備金 34百万円
差引（イ） 5,988百万円
地震保険に係る支払備金（ロ） 0百万円
計 （イ）＋（ロ） 5,988百万円

16. 責任準備金の内訳は次のとおりであります。
普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 3,722百万円
上記に係る出再責任準備金 1,257百万円
差引（イ） 2,465百万円
その他責任準備金（ロ） 2,430百万円
計 （イ）＋（ロ） 4,895百万円

17. 繰延税金資産の総額は986百万円、繰延税金負債の総額は26百万円であります。
また、評価性引当額として繰延税金資産から控除した額は0百万円であります。
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、責任準備金771百万円、支払備金73百万円であります。

18. 関係会社との金銭債権は199百万円、金銭債務は56百万円であります。
19. 1株当たりの純資産額は、44,468円69銭であります。
20. 金額は、記載単位未満を切捨てて表示しております。
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（金融商品関係）
当期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は保険会社の運用資金の性格をふまえ、安全性、流動性、収益性を総合的に検討しながらリスク管理に十分留意
し、債券、預金等による資産運用を行っております。また、負債特性に留意し、流動性に配慮した投資期間としており
ます。

（2）金融商品の内容およびそのリスク
当社は、債券等の固定金利資産を保有していることから、金利が上昇した場合には資産価値が減少するなど、市場関連
リスクに晒されております。また、当社が保有している有価証券などは、発行体等の信用力の低下や破綻により、価値
が大幅に減少する、あるいは利息や元本の回収が不能になるなど、信用リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、当社が抱えるリスクの状況を的確に把握し、不測の損失を回避し、適切にリスクをコントロールすることで
財務の健全性を確保するとともに、リスクと収益を適切に管理し、リスクが発現した場合には的確な対応をとる態勢を
構築するために、「ERM基本方針」を定め、「ERM・コンプライアンス委員会」を設置しております。また、管理対象
リスクごとに管理主管部署を定め、主管部署が「ERM基本方針」、「資産運用リスク管理規程」および「流動性リスク
管理規程」に従い、適切にリスク管理を行い、定期的にERM・コンプライアンス委員会にリスク管理状況を報告して
おります。
①資産運用リスク（市場関連リスク・信用リスク）の管理
当社では、運用資産を国債、地方債、社債等を中心に構成し、投資案件の信用格付、時価等の情報収集に努め、早
期に資産の劣化を検出して健全性の確保に努めるとともに、適正に資産の自己査定を行っております。
②流動性リスクの管理
当社では、日々の資金繰り管理のほかに、巨大災害発生時の保険金支払などの資金流出額を予想し、それに対応で
きる流動性資産が十分に確保されているかを把握しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預貯金 8,940 8,940 －

（2）有価証券 7,877 7,877 －

その他有価証券 7,877 7,877 －

（3）貸付金 181 181 －

資産計 16,999 16,999 －

（注1）金融商品の時価の算定方法
資産
1）現金及び預貯金
現金及び預貯金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

2）有価証券
債券は取引金融機関から提示された価格によっております。

3）貸付金
貸付金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（注2）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 （単位：百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

預貯金 8,940 － － －

有価証券

その他有価証券

社債 900 5,300 1,600 －

貸付金（＊） 180 1 － －

合計 10,020 5,301 1,600 －

（＊）貸付金のうち、期限の定めのないものについては、「1年以内」に含めて開示しております。

（注3）有価証券の保有目的ごとの区分における時価等
1）その他有価証券 （単位：百万円）

種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 公社債 2,724 2,717 7

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 公社債 5,152 5,188 △35

合計 7,877 7,906 △28
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■ 損益計算書 （単位：百万円、％）

年度

科目

2019年度

（2019年 4 月 1 日から）2020年 3 月31日まで

2020年度

（2020年 4 月 1 日から）2021年 3 月31日まで
増減率

経常損益の部 経常収益 4,923 5,419 10.1

保険引受収益 4,884 5,380 10.2

正味収入保険料 4,884 5,380

資産運用収益 16 15 △9.0

利息及び配当金収入 16 15

その他経常収益 22 23 4.3

その他の経常収益 22 23

経常費用 5,027 5,396 7.3

保険引受費用 3,645 4,111 12.8

正味支払保険金 1,410 1,558

損害調査費 137 147

諸手数料及び集金費 1,073 1,186

支払備金繰入額 677 595

責任準備金繰入額 346 622

資産運用費用 － － －

営業費及び一般管理費 1,381 1,282 △7.2

その他経常費用 0 2 8,860,445.5

貸倒引当金繰入額 － 1

その他の経常費用 0 1

経常利益又は経常損失(△) △103 23 －

特別損益の部 特別利益 25 － △100.0

その他特別利益 25 －

特別損失 2 1 △36.0

価格変動準備金繰入額 1 1

その他特別損失 1 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △81 21 －

法人税及び住民税 3 22

法人税等調整額 △19 △9

法人税等合計 △16 13 －

当期純利益又は当期純損失(△) △65 7 －
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■ 損益計算書の注記（2020年度）
1. 関係会社との取引による収益総額は384百万円、費用総額は487百万円であります。

2. ①正味収入保険料の内訳は次のとおりであります。
収入保険料 5,606百万円
支払再保険料 225百万円
差引 5,380百万円

②正味支払保険金の内訳は次のとおりであります。
支払保険金 1,607百万円
回収再保険金 48百万円
差引 1,558百万円

③諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりであります。
支払諸手数料及び集金費 1,240百万円
出再保険手数料 53百万円
差引 1,186百万円

④支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりであります。
支払備金繰入額（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 594百万円
同上にかかる出再支払備金 △0百万円
差引（イ） 595百万円
地震保険にかかる支払備金繰入額（ロ） 0百万円
計 （イ）＋（ロ） 595百万円

⑤責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとおりであります。
普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） 486百万円
同上にかかる出再責任準備金 48百万円
差引（イ） 437百万円
その他責任準備金繰入額（ロ） 184百万円
計 （イ）＋（ロ） 622百万円

⑥利息及び配当金収入の内訳は次のとおりであります。
預貯金利息 0百万円
有価証券利息 14百万円
貸付金利息 0百万円
計 15百万円

3. 当期における法定実効税率は、28.00%であります。

4. 1株当たりの当期純利益は、50円63銭であります。なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。

5. 退職給付に関する事項は次のとおりであります。
退職給付費用およびその内訳

勤務費用 45百万円
利息費用 3百万円
期待運用収益 △9百万円
数理計算上の差異の費用処理額 12百万円
過去勤務費用の費用処理額 △0百万円
退職給付費用 51百万円

6. 関連当事者との取引に関する主な事項は次のとおりであります。
種
類

会社等の
名称 所在地 資本金

(百万円)
事業の
内容

議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円)
期末残高
(百万円)

親
会
社
日立キャピタル
株式会社

東京都
港区 9,983 金融サービス

被所有

直接
79.4%

日立キャピタル
グループ間の
資金集中取引

役員の兼任

日立キャピタル
グループ会社間
の資金集中取引
（プーリング
取引）

資金の預入
（純額）
0

利息の受取
0

貸付金
180

（注）1. 取引金額に消費税等は含まれておりません。
2. 取引条件ないし取引条件の決定方針

資金集中取引については、市場金利に連動した利率を適用しております。
3. 日立キャピタル株式会社は、三菱UFJリース株式会社と2021年4月1日に合併し、三菱HCキャピタル株式会社とな
りました。

7. 金額は、記載単位未満を切捨てて表示しております。
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■ キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

年度

科目

2019年度

（2019年 4 月 1 日から）2020年 3 月31日まで

2020年度

（2020年 4 月 1 日から）2021年 3 月31日まで

営業活動によるキャッシュ･フロー
税引前当期純利益（△は損失） △81 21
減価償却費 16 15
支払備金の増減額（△は減少） 677 595
責任準備金の増減額（△は減少） 346 622
貸倒引当金の増減額（△は減少） － 1
退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 1
賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △11
システム損失引当金の増減額（△は減少） △150 －
価格変動準備金の増減額（△は減少） 1 1
利息及び配当金収入 △16 △15
有形固定資産関係損益（△は益） － 0
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） △72 △80
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） 51 169
その他 △5 0

小 計 767 1,324
利息及び配当金の受取額 32 32
法人税等の支払額 △44 20

営業活動によるキャッシュ・フロー 755 1,377
投資活動によるキャッシュ･フロー

預貯金の純増減額（△は増加） 1,000 －
有価証券の取得による支出 △600 △2,595
有価証券の売却・償還による収入 － 900
貸付による支出 △0 －
資産運用活動計 398 △1,695
（営業活動及び資産運用活動計） (1,154) (△317)
有形固定資産の取得による支出 △2 △10
その他 △1 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 394 △1,705
財務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に係る換算差額 － －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,150 △328
現金及び現金同等物期首残高 8,117 9,268
現金及び現金同等物期末残高 9,268 8,940

■ キャッシュ・フロー計算書の注記（2020年度）
1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預貯金 8,940百万円
有価証券 7,877百万円
現金同等物以外の有価証券 △7,877百万円
現金及び現金同等物 8,940百万円

2. 重要な非資金取引の内容
該当事項はありません。

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。

4. 金額は記載単位未満を切捨てて表示しております。
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■ 株主資本等変動計算書

2019年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで） （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計資本準備金 資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 6,200 1,600 1,600 △784 △784 7,015 18 18 7,033

当期変動額

当期純損失(△) － － － △65 △65 △65 － － △65

株主資本以外
の項目の当期
変動額（純額）

－ － － － － － △26 △26 △26

当期変動額合計 － － － △65 △65 △65 △26 △26 △91

当期末残高 6,200 1,600 1,600 △849 △849 6,950 △8 △8 6,941

2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで） （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計資本準備金 資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 6,200 1,600 1,600 △849 △849 6,950 △8 △8 6,941

当期変動額

当期純利益 － － － 7 7 7 － － 7

株主資本以外
の項目の当期
変動額（純額）

－ － － － － － △12 △12 △12

当期変動額合計 － － － 7 7 7 △12 △12 △4

当期末残高 6,200 1,600 1,600 △842 △842 6,957 △20 △20 6,937

■ 株主資本等変動計算書の注記（2020年度）
1. 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

当期首株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

発行済株式
普通株式 156 － － 156
自己株式 － － － －
合計 156 － － 156

2. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項
該当事項はありません。
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■ 1株当たり配当等
年度区分 2018年度 2019年度 2020年度

1株当たり配当額 － － －
1株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 2,453円48銭 △418円64銭 50円63銭
1株当たり純資産額 45,088円44銭 44,499円59銭 44,468円69銭
従業員1人当たり総資産 184百万円 191百万円 207百万円

リスク管理債権

（単位：百万円）
年度

区分
2018年度 2019年度 2020年度

破綻先債権 － － －

延滞債権 － － －

3ヵ月以上延滞債権 － － －

貸付条件緩和債権 － － －

合計 － － －
（注） 1. 破綻先債権とは、元本または利息の支払い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または利息の

取立てまた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（貸倒引当金への繰入限度額）に掲げる事由または同項第4号に規定する事由が生じている貸付金をいいます。

2. 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的と
して利息の支払いを猶予した貸付金以外の貸付金をいいます。

3. 3ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払いが、約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸付金で、破
綻先債権および延滞債権に該当しないものをいいます。

4. 貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建また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、延滞債権および3ヵ月以
上延滞債権に該当しないものをいいます。

元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況（保険金信託業務を行う場合）

該当事項はありません。

債務者区分に基づいて区分された債権

（単位：百万円）
年度

区分
2018年度 2019年度 2020年度

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 － － －

危険債権 － － －

要管理債権 － － －

正常債権 181 181 181

合計 181 181 181
（注） 1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者

に対する債権およびこれらに準ずる債権をいいます。
2. 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。

3. 要管理債権とは、3ヵ月以上延滞貸付金（元本または利息の支払いが、約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延してい
る貸付金（注1および2に掲げる債権を除く。））および貸付条件緩和貸付金（債務者の経営再建または支援を図るこ
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（注1および2に掲げる債権ならびに3ヵ月以上延滞貸付金を除く。））をいいます。

4. 正常債権とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、注1から3までに掲げる債権以外の
ものに区別される債権をいいます。
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（R₁＋R₂）²＋（R₃＋R₄）²＋R₅＋R₆

ソルベンシー・マージン比率

（単位：百万円）
年度

項目
2018年度末 2019年度末 2020年度末

（A）ソルベンシー・マージン総額 9,130 9,193 9,371

資本金又は基金等 7,015 6,950 6,957

価格変動準備金 8 9 11

危険準備金 0 0 0

異常危険準備金 2,083 2,245 2,430

一般貸倒引当金 － － 0

その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益（税効果控除前） 23 △11 △28

土地の含み損益 － － －

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
656 727 793

一般保険リスク （R1） 544 612 652

第三分野保険の保険リスク （R2） － － －

予定利率リスク （R3） 0 0 0

資産運用リスク （R4） 271 288 336

経営管理リスク （R5） 25 27 30

巨大災害リスク （R6） 23 22 29

（C）ソルベンシー・マージン比率
［（A）／｛（B）×1／2｝］×100 2,781.5% 2,527.6% 2,360.6%

（注）上記の金額および数値は、保険業法施行規則第86条および第87条ならびに平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づい
て算出しています。

［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いますが、
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ものが、「ソルベンシー・マージン比率」（上表の（C））です。
・「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」…上表のR1、「第三分野保険の保険リスク」…上表のR2）
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」…上表のR3）
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」…上表のR4）
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」…上表のR5）
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および下記⑤以外のもの
⑤巨大災害に係る危険（「巨大災害リスク」…上表のR6）
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

・「損害保険会社が有している資本金・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をいいます。
・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、保険会社の経営の健全性を判断するための客観的
な指標のひとつですが、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」とされていま
す。
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時価情報等

1.有価証券

■ 売買目的有価証券
該当事項はありません。

■ 満期保有目的の債券で時価のあるもの
該当事項はありません。

■ 子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの
該当事項はありません。

■ その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

年度

区分

2019年度 2020年度

取得原価 貸借対照表計上額 差額 取得原価 貸借対照表計上額 差額

貸借対照表計上額が
取得原価を超える
もの

公社債 2,421 2,430 8 2,717 2,724 7

株式 － － － － － －

外国証券 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 2,421 2,430 8 2,717 2,724 7

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの

公社債 3,811 3,790 △20 5,188 5,152 △35

株式 － － － － － －

外国証券 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 3,811 3,790 △20 5,188 5,152 △35

合計 6,232 6,221 △11 7,906 7,877 △28

■ 当期中に売却した満期保有目的の債券およびその他有価証券
該当事項はありません。

■ 時価のない主な有価証券の内容および貸借対照表計上額
該当事項はありません。

■ その他有価証券のうち満期があるものの償還予定額 （単位：百万円）

年度・償還時期

区分

2019年度 2020年度

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超 1年以内 1年超

5年以内
5年超
10年以内 10年超

公社債 900 3,700 1,600 － 900 5,300 1,600 －

その他 － － － － － － － －

合計 900 3,700 1,600 － 900 5,300 1,600 －
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2.金銭の信託

該当事項はありません。

3.デリバティブ取引
（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）

該当事項はありません。

4.保険業法に規定する金融等デリバティブ取引

該当事項はありません。

5.先物外国為替取引

該当事項はありません。

6.有価証券関連デリバティブ取引
（7に掲げるものを除く。）

該当事項はありません。

7.金融商品取引法に規定する有価証券先物取引もしくは有価証券先渡取引、
外国金融商品市場における有価証券先物取引と類似の取引

該当事項はありません。

備考

■ 保険業法第111条第1項の規定により、公衆の縦覧に供する書類のうち、貸借対照表および損益計算書については、会社法第
436条第2項第1号の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の会計監査を受けており、適法である旨の証明を受けていま
す。

財務諸表の適正性および財務諸表作成に係る内部監査の有効性について

当社の2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の財務諸表の適正性および作成に係る内部監査の有効性につ
きましては、当社取締役社長が確認しています。




