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  平成２８年度 第１四半期報告の概要     
 

 

（主要指標） 

 

・保険料等収入 … ７，４８６億円 （前年同期比 ２３．０％減少） 

・基礎利益 … ８７７億円 （前年同期比 ２４．１％減少） 

・ソルベンシー・マージン比率 … ８９１．１％ （前年度末差 ４７．４ﾎﾟｲﾝﾄ減少） 

・実質純資産額 … ９兆６，３４４億円 （前年度末差 １，１８８億円増加）

・一般勘定資産全体の含み損益 … ６兆５，０８０億円 （前年度末差 ３，３７２億円増加）

・時価のある有価証券の含み損益 … ６兆２，００３億円 （前年度末差  ３，７９８億円増加）
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１．契約業績 

 

 

 

 

 
○ 保険料等収入の状況                        （単位：億円） 

 平成 2８年度 

第１四半期累計期間

  平成 2７年度 

第１四半期累計期間前年同期比 

保険料等収入 7,486 △23.0％ 9,719

 うち個人保険・個人年金保険 4,997   △20.8％ 6,311

  うち営業職員チャネル 3,481 △10.9％ 3,908

うち銀行窓販チャネル 1,352 △39.2％ 2,225

うち団体保険・団体年金保険 2,393 △27.6％ 3,308

 
○ 新契約年換算保険料の状況（個人保険・個人年金保険）         （単位：億円） 

  平成 2８年度 

第１四半期累計期間

  平成 2７年度 

第１四半期累計期間前年同期比 

新契約年換算保険料 442 △9.6％ 490

 うち第三分野 10５ 21.７％ 86

（注）第三分野は、医療保障給付、生前給付保障給付、保険料払込免除給付等に該当する部分を計上しています。 

 

○ 保有契約年換算保険料の状況（個人保険・個人年金保険）        （単位：億円） 

 平成 2８年度 

第１四半期会計期間末

  
平成 2７年度末 

前年度末比 

保有契約年換算保険料 22,109 0.7％ 21,966

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ 保険料等収入は、市中金利の状況を踏まえ、一時払終身保険の予定利率改定や

販売休止等、貯蓄性商品について販売をコントロールしたこと等により、 

７，４８６億円と計画どおりの水準で推移。前年同期比では２３．０％の減収

◇ 新契約年換算保険料のうち第三分野業績は、引き続き、総合保障商品「ベスト

スタイル」等の保障性商品の販売好調により、前年同期比２１．７％の増加 

◇ 保有契約年換算保険料は、２兆２，１０９億円と前年度末比０．７％の増加 
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≪ご参考≫クオリティ指標の状況 

 
○ 解約・失効・減額の状況（個人保険・個人年金保険）           （単位：億円、％） 

 平成 2８年度 

第１四半期累計期間 

  平成 2７年度 

第１四半期累計期間前年同期比(差) 

解約・失効・減額年換算保険料 209 △2.2％ 214

解約・失効・減額率 0.95 △0.05 ﾎﾟｲﾝﾄ 1.00

（注）解約・失効・減額率は、年度始保有契約年換算保険料に対する解約・失効・減額年換算保険料の割合です。 

 

○ 総合継続率の状況（個人保険・個人年金保険）              （単位：％） 

 平成 2８年度 

第１四半期累計期間 

  平成 2７年度 

第１四半期累計期間前年同期差 

13 月目総合継続率 95.7 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ 93.6

25 月目総合継続率 86.3 △1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ 87.8

（注）総合継続率は、契約高ベースにて算出しています。 

 

２．収益性指標 

 

 

 

 

○ 基礎利益                               （単位：億円） 

 平成 2８年度 

第１四半期累計期間 

  平成 2７年度 

第１四半期累計期間前年同期差 

基礎利益 877 △278 1,155

 

≪ご参考≫ 

○ キャピタル損益                            （単位：億円） 

 平成 2８年度 

第１四半期累計期間 

  平成 2７年度 

第１四半期累計期間前年同期差 

キャピタル損益 △1,373 △989 △384

 有価証券評価損益 △1,254 △1,192 △62

  うち株式 △63 △1 △62

  うち外国証券 △1,191 △1,191 ――

 

◇ 基礎利益は、円高の進行により利息及び配当金等収入ならびに有価証券償還益

が減少したため、８７７億円と前年同期差２７８億円の減少 
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３．健全性指標 

 

 

 

 

 

 

○ ソルベンシー・マージン比率                    （単位：億円、％） 

 
平成 2８年度 

第１四半期会計期間末

 
平成 2７年度末

前年度末差 

ソルベンシー・マージン比率   891.1 △47.4 ﾎﾟｲﾝﾄ 938.5

 ソルベンシー・マージン総額（Ａ） 62,861 △5,193 68,054

 リスクの合計額（Ｂ） 14,107 △394 14,502

（注１）ソルベンシー・マージン比率＝（Ａ）／（１／２×（Ｂ））×１００ 

（注２）平成２８年度第１四半期会計期間末は、法令等に準じて当社が合理的と判断する方法で算出しています。 

○ 実質純資産額                           （単位：億円、％） 

 
平成 2８年度 

第１四半期会計期間末

 
平成 2７年度末

前年度末差 

実質純資産額 96,344 1,188 95,156

  一般勘定資産に対する比率 27.2 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ 26.6

（注）平成２８年度第１四半期会計期間末は、法令等に準じて当社が合理的と判断する方法で算出しています。 

○ 内部留保等                              （単位：億円） 

 
平成 2８年度 

第１四半期会計期間末

 
平成 2７年度末

前年度末差 

内部留保等 21,951 △944 22,895

○ 一般勘定資産全体の含み損益                       （単位：億円） 

 
平成 2８年度 

第１四半期会計期間末

 
平成 2７年度末

前年度末差 

一般勘定資産全体の含み損益 65,080 3,372 61,707

  うち時価のある有価証券 62,003 3,798 58,204

  うち公社債 39,537 7,927 31,610

  うち株式 16,068 △1,809 17,877

  うち外国証券 6,083 △2,203 8,287

（注）有価証券には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの等を含んでいます。 

○ 国内株式含み損益ゼロ水準 

 
平成 2８年度 

第１四半期会計期間末 
平成 2７年度末

仮に当社ポートフォリオが日経平均株価およびＴＯＰＩＸにフル連動するとした場合 

 日経平均株価ベース 8,100 円程度 8,100 円程度

 ＴＯＰＩＸベース 650 ﾎﾟｲﾝﾄ程度 650 ﾎﾟｲﾝﾄ程度

（注）なお、株価指数と当社ポートフォリオの過去の連動性を用いて算出した場合、日経平均株価 8,200 円程度、 

  TOPIX660 ポイント程度です。 

◇ ソルベンシー・マージン比率は、その他有価証券評価差額の減少等により前年

度末を下回るが、引き続き高い財務健全性を維持 

◇ 一般勘定資産全体の含み損益は、６兆５，０８０億円と前年度末から

３，３７２億円の増加 
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４．グループ業績 

 

 

 

 

 

 

                （単位：億円） 

 平成 2８年度第１四半期連結累計期間

グループ保険料（注１） 7,774

グループ基礎利益（注２）、（注３） 869

（注１）グループ保険料は連結損益計算書上の保険料等収入です。 

（注２）グループ基礎利益は明治安田生命の基礎利益に、連結される子会社および子法人等ならびに持分法適用の関連法人 

等のキャピタル損益等を控除した税引前利益（持分法適用の関連法人等については明治安田生命の持分相当額） 

を合算し、明治安田生命グループ内の内部取引の一部を相殺した数値です。なお、スタンコープ社については、 

買収会計に伴う保有契約価値の償却費用等を控除する前のベースで合算しています。 

（注３）スタンコープ社については、平成２８年３月（株式取得月）の１ヵ月相当額の数値を合算しています。 

 

◇ スタンコープ社については、平成２８年３月に同社株式を取得したため、平成

２８年３月の数値のみを合算 

◇ グループ基礎利益は、明治安田生命に対するグループ会社からの株主配当を相

殺していること等により、明治安田生命の基礎利益と同水準 

明治安田生命保険相互会社



 

 

（ご参考）平成２８年度業績見通し 

 

 

 

○ 単体業績見通し 

 平成 2８年度  平成 27 年度実績 

保険料等収入 ２６，２００億円程度 ３３，５７８億円 

基礎利益 ４，３００億円程度 ４，５９９億円 

 

 平成 2８年度末 平成２７年度末 

企業価値（ＥＥＶ） ５３，０００億円程度 ５０，５９９億円 

 

《ご参考》グループ業績見通し 

 平成 2８年度  平成 27 年度実績 

グループ保険料（注１） 減少 ３３，８１６億円 

グループ基礎利益（注２） 横ばい ４，６６０億円 

（注１）グループ保険料は連結損益計算書上の保険料等収入です。グループ保険料の平成２８年度業績見通し 

には、スタンコープ社を含みます。 

（注２）グループ基礎利益は明治安田生命の基礎利益に、連結される子会社および子法人等ならびに持分法適用 

    の関連法人等のキャピタル損益等を控除した税引前利益（持分法適用の関連法人等については明治安田 

生命の持分相当額）を合算し、明治安田生命グループ内の内部取引の一部を相殺した数値を掲載してい 

ます。グループ基礎利益の平成２８年度業績見通しには、スタンコープ社が含まれており、買収会計に 

伴う保有契約価値の償却費用等を控除する前のベースで合算しています。 

 

◇ 平成２８年度業績見通しは、平成２７年度決算報告時から変更無し 


