
３．２０１８年度決算に基づく社員配当金例示 

（１）２０１８年度決算に基づく２０１９年度支払配当率の考え方 

【個人保険・個人年金保険】 

 死亡保障付商品および入院系特約について危険差配当率を引き上げ。その他の配当率はす

え置き 

【団体保険】 

 保険収支の状況等を勘案し、配当率をすえ置き 

【団体年金保険】 

 団体年金資産区分の運用実績等をふまえ利差配当率を設定。全体として前年度並みの水準 

（２）支払配当率の概要 

２０１８年度決算に基づく２０１９年度支払配当率の概要は以下のとおりです。 

ア．個人保険・個人年金保険（毎年配当タイプ） 

① 通常配当 

主契約および特約ごとに次のａからｃの合計額。ただし、契約ごとの合計額が負値の場合

はこれを０とします。ただし、旧安田生命保険相互会社契約の新・養老保険の主契約部分

で保険金が５００万円未満の平準払契約については０とします。また、新養老保険、保障

付積立保険ドリームプランおよび１９９８年４月２日以降締結の個人年金保険のうち一

時払契約については、特約を含めて０とします 

ａ．利差配当 

予定利率や保険種類等に応じ、配当率を設定 

[例示]（平準払） 

・予定利率２％以下の主契約、特約 ：１.８５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

・予定利率２％超３％以下の主契約、特約 ：１.６５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

・予定利率３％超４％以下の主契約、特約 ：１.５０％（配当基準利回り）－ 予定利率 

・予定利率４％超の主契約、特約 ：１.１５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

[例示]（一時払の終身保険パイオニアおよび新・終身保険） 

・予定利率２％以下の契約 ：０.０５％（利差配当率） 

ｂ．危険差配当 

契約日や年齢等に応じ、配当率を設定 

ｃ．費差配当 

契約日や保険金額等に応じ、配当率を設定 

② 消滅時特別配当 

一部の長期継続契約を除き０ 

イ．個人保険・個人年金保険（３年ごと利差配当タイプ） 

２０１９年度の割り振り額は①と②を合算したもの 

① 利差配当 

予定利率や保険種類等に応じ、配当率を設定 

[例示]（平準払） 

・予定利率１.５％の主契約（アカウント） ：１.７０％（配当基準利回り）－ 予定利率 

・予定利率１.０％の主契約（アカウント） ：１.１５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

・予定利率２％以下の特約 ：１.８５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

・予定利率２％超の特約 ：１.６５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

② ハートフル配当 

以下の特約について、年齢・性別・経過等に応じ、配当率を設定 
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[例示] （ハートフル配当の割り振り対象となる特約の例示） 

・定期保険特約、遺族サポート特約、特定疾病保障定期保険特約、６大疾病保障定期保

険特約、重度障害保障定期保険特約、介護保障定期保険特約、生活サポート特約（年

金開始前）、生活サポート終身年金特約（年金開始前）、新・入院特約等の特約 

・２０１１年１０月１日以前に締結した、入院特約、３大疾病無制限入院特約、入院保

障特約（Ａ）・（Ｂ）・（Ｃ）等の特約 

ウ．個人保険・個人年金保険（５年ごと利差配当タイプ） 

２０１９年度の割り振り額は①と②を合算したもの。ただし、新生存給付金付定期保険特

約付５年ごと利差配当付養老保険ハッピーバルーンについては特約も含めて０とします。

また、こども保険（2012）明治安田の学資のほけんについては０とします 

① 利差配当 

予定利率や保険種類等に応じ、配当率を設定 

[例示]（平準払（除く個人年金保険（2011））） 

・予定利率２％以下の主契約、特約 ：１.８５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

・予定利率２％超の主契約、特約 ：１.６５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

[例示]（一時払の終身保険パイオニアＥ） 

・１９９９年４月２日以後、２０１５年７月１日以前のご契約：０.０５％（利差配当率） 

・２０１５年７月２日以後のご契約     ：０％（利差配当率） 

② ハートフル配当 

以下の保険種類・特約について、年齢・性別・経過等に応じ、配当率を設定 

[例示] （ハートフル配当の割り振りの対象となる保険種類・特約の例示） 

・終身保険、定期保険、定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約、重度障害保障定期

保険特約、入院保険等の主契約、特約 

・２０１１年１０月１日以前に締結した、医療保険、入院特約、入院保障特約（Ａ）・

（Ｂ）・（Ｃ）等の主契約、特約 

エ．個人保険（５年ごと配当タイプ） 

２０１９年度の割り振り額は①と②を合算したもの 

① 利差配当 

予定利率や保険種類等に応じ、配当率を設定 

[例示]（平準払） 

・主契約、特約   ：１.８５％（配当基準利回り）－ 予定利率 

② 危険差配当 

年齢・性別等に応じ、配当率を設定 

オ．団体保険 

団体の規模や保険種類等に応じ、配当率を設定 

[例示] 

総合福祉団体定期保険：危険差益に１４％から９８.７％までの配当率を乗じた額 

カ．団体年金保険 

保険種類に応じ、配当率を設定 

[例示] 

利差配当：経過責任準備金に次の率を乗じた額 

・予定利率０.７５％の契約 ：０．９５％ － 予定利率 

・予定利率１.００％の契約                 ：１.３４％ － 予定利率 

・予定利率１.２５％（解約時に一般勘定取崩控除あり）の契約：１.６１％ － 予定利率 

・予定利率１.２５％（解約時に一般勘定取崩控除なし）の契約：１.５７％ － 予定利率 
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（３）社員配当金の例示 

２０１８年度決算に基づく「組立総合保障保険（５年ごと配当タイプ）」、 

「終身保険（５年ごと利差配当タイプ）」および「個人年金保険（５年ごと利差配当タイプ）」

について、社員配当金の例示は次のとおりです 
 

〔例１〕組立総合保障保険（ベストスタイル １０年更新型）の場合 

○ ４０歳加入・全期掛・男性・月掛（口座振替料率） 

○ 死亡保険金 １，２４０万円（生活サポート終身年金特約 ２４０万円、定期保険特約 １,０００万円） 

○ 入院給付金日額 ５，０００円（新・入院特約） 

＜５年ごと配当タイプ＞ （単位：円） 

契約年度 

（経過年数） 

保険料 

（年換算） 

継続中の契約 

〔割り振り額〕 

継続中の契約 

〔配当金〕（注１） 

死亡契約（注２） 

〔保険金＋配当金〕 

2014年度 （5年） 144,240 6,770 18,293 12,418,293 

（注１）５年ごとの契約応当日に、５年間の割り振り額の累計額をお支払いいたします。 

（注２）契約応当日直後の死亡の場合の金額（積立配当金を含む）です（以下、〔例２〕～〔例４〕において同じ）。 

 

〔例２〕終身保険（終身保険パイオニアＥ、平準払）の場合 

○ ４０歳加入・７０歳払込満了・男性・月掛（口座振替料率） 

○ 死亡保険金 １，０００万円 

＜５年ごと利差配当タイプ＞ （単位：円） 

契約年度 

（経過年数） 

保険料 

（年換算） 

継続中の契約 

〔割り振り額〕 

継続中の契約 

〔配当金〕（注3） 

死亡契約 

〔保険金＋配当金〕 

2014年度 （ 5年） 310,560 7,300 19,202 10,019,202 

2009年度 （10年） 288,360 6,200 23,414 10,023,414 

（注３）５年ごとの契約応当日に、５年間の割り振り額の累計額をお支払いいたします。 

 

 

〔例３〕終身保険（終身保険パイオニアＥ、一時払）の場合 

○ ４０歳加入・男性・一時払 

○ 死亡保険金 ５００万円 

＜５年ごと利差配当タイプ＞ （単位：円） 

契約年度 

（経過年数） 

保険料 

（一時払） 

継続中の契約 

〔割り振り額〕 

継続中の契約 

〔配当金〕（注４） 

死亡契約 

〔保険金＋配当金〕 

2014年度 （ 5年） 3,815,150 2,300 10,153 5,010,153 

2009年度 （10年） 3,205,350 2,300 10,906 5,010,906 

（注４）５年ごとの契約応当日に、５年間の割り振り額の累計額をお支払いいたします。 

 

〔例４〕個人年金保険（年金ひとすじワイド） の場合 

○ ４０歳加入・６０歳年金開始・１０年確定年金・男性・月掛（口座振替料率） 

○ 月掛保険料 ２万円 

＜５年ごと利差配当タイプ＞ （単位：円） 

契約年度 

（経過年数） 

保険料 

（年換算） 

継続中の契約 

〔割り振り額〕 

継続中の契約 

〔配当金〕(注５) 

死亡契約(注６) 

〔保険金＋配当金〕 

2014年度 （ 5年） 240,000 5,627 15,516 15,516 

（注５）５年ごとの契約応当日に、５年間の割り振り額の累計額をお支払いいたします。 

（注６）表中に記載の金額の他に、死亡時には、既払込保険料相当額（災害死亡時は、既払込保険料の１.１倍相当額）を

死亡給付金としてお支払いいたします。 
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前記配当金額は以下のとおりです。 

 

＜５年ごと配当タイプ＞ 

５年ごと配当タイプにおいては、毎年、通常配当の割り振りを行ない、５年ごとに割り振り累計額をお支払

いいたします。割り振り累計額が負値の場合、支払配当金は０となります。 

 

＜５年ごと利差配当タイプ＞ 

５年ごと利差配当タイプにおいては、毎年、利差配当、ハートフル配当の割り振りを行ない、５年ごとに割

り振り累計額をお支払いいたします。割り振り累計額が負値の場合、支払配当金は０となります。 
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（ご参考）社員配当金例表（前年度決算における配当率との比較） 

 

≪組立総合保障保険（ベストスタイル １０年更新型）≫ 

○ ４０歳加入・全期掛・男性・月掛（口座振替料率） 

○ 死亡保険金 １，２４０万円（生活サポート終身年金特約 ２４０万円、定期保険特約 １,０００万円） 

○ 入院給付金日額 ５，０００円（新・入院特約） 

＜５年ごと配当タイプ＞                      （単位：円） 

契約年度 

保険料 

(年換算) 

①本 年 度  

 支 払 額 
（注１） 

②前年度配当率 

 による金額 
（注１、２） 

2014年度 144,240 （経過5年） 18,293 （経過5年） 16,583 

（注１）５年ごとの契約応当日に、５年間の割り振り額の累計額をお支払いいたします。 

（注２）前年度決算に基づく配当率を用いて２０１９年度の割り振り額を計算した場合の金額です（以下、各例示に

おける「②前年度配当率による金額」欄において同じ）。 

 

≪終身保険（終身保険パイオニアＥ、平準払）≫ 

○ ４０歳加入・７０歳払込満了・男性・月掛（口座振替料率） 

○ 死亡保険金 １，０００万円 

＜５年ごと利差配当タイプ＞                   （単位：円） 

契約年度 

保険料 

(年換算) 

①本 年 度  

 支 払 額 
（注３） 

②前年度配当率 

 による金額 
（注３） 

2014年度 310,560 （経過5年） 19,202 （経過5年） 18,902 

2009年度 288,360 （経過10年） 23,414 （経過10年） 23,114 

（注３）５年ごとの契約応当日に、５年間の割り振り額の累計額をお支払いいたします。 

 

≪終身保険（終身保険パイオニアＥ、一時払）≫ 

○ ４０歳加入・男性・一時払 

○ 死亡保険金 ５００万円 

＜５年ごと利差配当タイプ＞                   （単位：円） 

契約年度 

保険料 

(一時払) 

①本 年 度  

 支 払 額 
（注４） 

②前年度配当率 

 による金額 
（注４） 

2014年度 3,815,150 （経過5年） 10,153 （経過5年） 10,053 

2009年度 3,205,350 （経過10年） 10,906 （経過10年） 10,856 

（注４）５年ごとの契約応当日に、５年間の割り振り額の累計額をお支払いいたします。 

 

≪個人年金保険（年金ひとすじワイド）≫ 

○ ４０歳加入・６０歳年金開始・１０年確定年金・男性・月掛（口座振替料率） 

○ 月掛保険料 ２万円 

＜５年ごと利差配当タイプ＞                   （単位：円） 

契約年度 

保険料 

(年換算) 

①本 年 度  

 支 払 額 
（注５） 

②前年度配当率 

 による金額 
（注５） 

2014年度 240,000 （経過5年） 15,516 （経過5年） 15,516 

（注５）５年ごとの契約応当日に、５年間の割り振り額の累計額をお支払いいたします。 
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