
237

「明治安田生命の現況」は、保険業法第111条および生命保険協会の定める開示基準に基づいて作成しています。
その開示基準における各項目は以下のページに掲載しています（*印は、保険業法で開示することが定められている項目です）。

Ⅰ.保険会社の概況及び組織*
1. 沿革…………………………………………………………70
2. 経営の組織* ………………………………………………78
3. 店舗網一覧…………………………………………………80
4. 基金の状況*……………………………………………16、79
5. 総代氏名……………………………………………………72
（総代の役割）………………………………………………29
（選考方法）…………………………………………………30
（主な保険種類別・職業別・年齢別・
社員資格取得時期別・地域別による構成）……………74

6. 社員構成……………………………………………………74
7. 評議員氏名…………………………………………………73
（制度の趣旨）………………………………………………31
（評議員の役割）……………………………………………31
（職業・年齢）…………………………………………………73
8. 取締役および執行役（役職名・氏名）* …………………75
9. 従業員の在籍・採用状況……………………………………79
10. 平均給与（内勤職員） ……………………………………79
11. 平均給与（営業職員） ……………………………………79
12. 総代会傍聴制度……………………………………………29
（議事録） …………………………………………………29

Ⅱ.保険会社の主要な業務の内容*
1. 主要な業務の内容* ………………………………………69
2. 経営方針 ……………………………………………………3

Ⅲ.直近事業年度における事業の概況*
1. 直近事業年度における事業の概況* ……………………19
2. 契約者懇談会開催の概況…………………………………31
3. 相談（照会、苦情）の件数 …………………………………7
4. 契約者に対する情報提供の実態…………………………49
5. 商品に対する情報および
デメリット情報提供の方法 ………………………………50

6. 営業職員・代理店教育・研修の概略 ……………………54
7. 新規開発商品の状況 …………………………………55、86
8. 保険商品一覧………………………………………………86
9. 情報システムに関する状況 ………………………………60
10. 公共福祉活動、厚生事業団活動の概況 ……………45、48

Ⅳ.直近5事業年度における
主要な業務の状況を示す指標*………………………19、20

Ⅴ.財産の状況*
1. 貸借対照表* …………………………………………91、153
2. 損益計算書* …………………………………………93、155
3. キャッシュ・フロー計算書* ………………………………―
4. 剰余金処分または損失処理に関する書面* ………95、156
5. 債務者区分による債権の状況* ………………17、100、165
（破産更正債権及びこれらに準ずる債権）* …17、100、165
（危険債権）*……………………………………17、100、165
（要管理債権）*…………………………………17、100、165
（正常債権）*……………………………………17、100、165
6. リスク管理債権の状況* ………………………17、100、165
（破綻先債権）*…………………………………17、100、165
（延滞債権）*……………………………………17、100、165

（3ヵ月以上延滞債権）* ………………………17、100、165
（貸付条件緩和債権）*…………………………17、100、165
7. 元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況* ……100、165
8. 保険金等の支払能力の充実の状況
（ソルベンシー・マージン比率）*………………11、101、166
9. 有価証券等の時価情報（会社計）*
（有価証券）* ………………………………………102、167
（金銭の信託）* ……………………………………103、168
（デリバティブ取引）* ………………………………104、169

10. 経常利益等の明細（基礎利益）…………………13、106、172
11. 計算書類等について商法特例法による会計
監査人の監査を受けている場合にはその旨* …………164

12. 貸借対照表、損益計算書および利益処分計算書または損失
処理計算書（剰余金処分計算書または損失処理計算書）
について証券取引法に基づき公認会計士または監査法
人の監査証明を受けている場合にはその旨* ……………該当せず

Ⅵ.業務の状況を示す指標等*
1. 主要な業務の状況を示す指標等
（ 1 ）決算業績の概況 ………………………………………19
（ 2 ）保有契約高および新契約高* ………………108、174
（ 3 ）年換算保険料…………………………………109、175
（ 4 ）保障機能別保有契約高* ……………………110、178
（ 5 ）個人保険および個人年金保険契約種類別

保有契約高* …………………………………111、179
（ 6 ）異動状況の推移 ………………………………112、180
（ 7 ）社員配当の状況* ……………………………………182
2. 保険契約に関する指標等
（ 1 ）保有契約増加率* ……………………………………187
（ 2 ）新契約平均保険金および保有契約平均保険金

（個人保険）* ………………………………………187
（ 3 ）新契約率（対年度始）………………………………187
（ 4 ）解約失効率（対年度始）* …………………………187
（ 5 ）個人保険新契約平均保険料（月払契約）* ………187
（ 6 ）死亡率（個人保険主契約）…………………………187
（ 7 ）特約発生率（個人保険）……………………………188
（ 8 ）事業費率（対収入保険料）…………………………188
3. 経理に関する指標等
（ 1 ）支払備金明細表………………………………114、189
（ 2 ）責任準備金明細表* …………………………114、189
（ 3 ）個人保険および個人年金保険の責任準備金の

積立方式、積立率、残高（契約年度別）*……115、190
（ 4 ）特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低

保証している保険契約に係る一般勘定の責任準備金の残高、
算出方法、その計算の基礎となる係数 ……………115、190

（ 5 ）社員配当準備金明細表* ……………………116、191
（ 6 ）引当金明細表* ………………………………116、191
（ 7 ）特定海外債権引当勘定の状況*

（特定海外債権引当勘定）* …………………117、191
（対象債権額国別残高）* ……………………117、192

（ 8 ）利益準備金および任意積立金明細表* ……117、192
（ 9 ）保険料明細表…………………………………118、193
（10）保険金明細表…………………………………118、193
（11）年金明細表……………………………………118、194
（12）給付金明細表…………………………………119、194

生命保険協会統一開示項目索引

（注）



238

（13）解約返戻金明細表……………………………119、194
（14）減価償却費明細表……………………………119、195
（15）事業費明細表* ………………………………120、195
（16）税金明細表……………………………………120、195
（17）リース取引 …………………………………………196
4. 資産運用に関する指標等
（ 1 ）資産運用の概況

（年度の資産の運用概況）……………………………24
（ポートフォリオの推移
〈資産の構成および資産の増減〉）* …………121、197

（ 2 ）運用利回り*…………………………………………198
（ 3 ）主要資産の平均残高* ……………………………198
（ 4 ）資産運用収益明細表* ………………………122、198
（ 5 ）資産運用費用明細表* ………………………122、199
（ 6 ）利息及び配当金等収入明細表* ……………122、199
（ 7 ）有価証券売却益明細表………………………123、200
（ 8 ）有価証券売却損明細表………………………123、200
（ 9 ）有価証券評価損明細表………………………123、200
（10）商品有価証券明細表* ………………………該当せず
（11）商品有価証券売買高 ………………………該当せず
（12）有価証券明細表* ……………………………124、200
（13）有価証券残存期間別残高* …………………124、201
（14）保有公社債の期末残高利回り ……………………201
（15）業種別株式保有明細表* ……………………125、202
（16）貸付金明細表* ………………………………126、203
（17）貸付金残存期間別残高………………………126、203
（18）国内企業向け貸付金企業規模別内訳* ……126、203
（19）貸付金業種別内訳* …………………………127、204
（20）貸付金使途別内訳* …………………………127、204
（21）貸付金地域別内訳　…………………………128、205
（22）貸付金担保別内訳* …………………………128、205
（23）不動産及び動産明細表*

（不動産及び動産の明細）* …………………128、205
（不動産残高及び賃貸用ビル保有数）* ……128、205

（24）不動産動産等処分益明細表* ………………129、206
（25）不動産動産等処分損明細表* ………………129、206
（26）賃貸用不動産等減価償却費明細表…………129、206
（27）海外投融資の状況

（資産別明細）* ………………………………130、207
（地域別構成）* ………………………………130、207
（外貨建資産の通貨別構成）…………………131、208

（28）海外投融資利回り*…………………………………198
（29）公共関係投融資の概況（新規引受額、貸出額）……131、208
（30）各種ローン金利 ……………………………………208
（31）その他の資産明細表…………………………131、208
5. 有価証券等の時価情報（一般勘定）

（有価証券）……………………………………132、209
（金銭の信託）…………………………………134、211
（デリバティブ取引）……………………………135、212

Ⅶ.保険会社の運営*
1. リスク管理の体制* …………………………………………39
2. 法令遵守の体制* …………………………………………36
3. 個人データの保護について …………………………42、43

Ⅷ.特別勘定に関する指標等*
1. 特別勘定資産残高の状況* ………………………138、214
2. 個人変額保険および個人変額年金保険特別勘定資産の運用の経過 …214
3. 個人変額保険および個人変額年金保険の状況*
（ 1 ）保有契約高 ………………………138、140、214、217
（ 2 ）年度末資産の内訳* ………………138、140、215、217
（ 3 ）運用収支状況* ……………………138、140、215、217
（ 4 ）有価証券等の時価情報

（有価証券）…………………………139、140、215、217
（金銭の信託）…………………………………215、217
（デリバティブ取引）………………………139、216、217

Ⅸ.保険会社およびその子会社等の状況*
1. 保険会社およびその子会社等の概況*
（ 1 ）主要な事業の内容および組織の構成* ……………83
（ 2 ）子会社等に関する事項* ……………………………84

（名称）* ………………………………………………84
（主たる営業所または事務所の所在地）* …………84
（資本金または出資金）* ……………………………84
（事業の内容）* ………………………………………84
（設立年月日）* ………………………………………84
（保険会社が保有する子会社等の議決権の総株主、
総社員または総出資者の議決権に占める割合）* ………84
（保険会社の一の子会社等以外の子会社等が保有
する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員
または総出資者の議決権に占める割合）*…………………84

2. 保険会社およびその子会社等の主要な業務*
（ 1 ）直近事業年度における事業の概況*………………220
（ 2 ）主要な業務の状況を示す指標* ……………142、220

（経常収益）* …………………………………142、220
（経常利益または経常損失）* ………………142、220
（当期純剰余または当期純損失）* …………142、220
（総資産額）* …………………………………142、220

3. 保険会社およびその子会社等の財産の状況*
（ 1 ）連結貸借対照表* ……………………………142、221
（ 2 ）連結損益計算書* ……………………………143、222
（ 3 ）連結キャッシュ・フロー計算書* ……………144、223
（ 4 ）連結剰余金計算書* …………………………145、224
（ 5 ）リスク管理債権の状況* ……………………151、235

（破綻先債権）* ………………………………151、235
（延滞債権）* …………………………………151、235
（3ヵ月以上延滞債権）* ………………………151、235
（貸付条件緩和債権）* ………………………151、235

（ 6 ）子会社等である保険会社の保険金等の支払能力
の充実の状況（ソルベンシー・マージン比率）*………236

（ 7 ）セグメント情報*………………………………151、236
（ 8 ）連結貸借対照表、連結損益計算書および連結剰余金計算

書について証券取引法に基づき公認会計士または監査法
人の監査証明を受けている場合にはその旨*…………該当せず

（ 9 ）代表者が連結財務諸表の適正性、および連結財務諸表
作成に係る内部監査の有効性を確認している旨……………226

（注）連結キャッシュ・フロー計算書を作成しています。



239

五十音索引

IT（情報技術）―――――――――――――――――― 60
アフターサービス体制 ―――――――――――― 51
委員会設置会社への移行 ――――――――――― 34
一般勘定資産の運用状況 ――――――――――― 24
医療保険ＭＹどっく ――――――――――― 56、86
インターネットによるサービス ――――――― 53
ALM ――――――――――――――――――――― 24、40
営業職員初期教育体系 ―――――――――――― 54
FP資格―――――――――――――――――――――― 54
沿革―――――――――――――――――――――――― 70
お客さま懇談会――――――――――――――――― 31
お支払いに該当しないと判断したご契約件数― 7
オフバランス ―――――――――――――――――― 15
主な特約――――――――――――――――――――― 87

介護コーナー ―――――――――――――――――― 58
会社概要 ――――――――――――――――――― 1、68
価格変動準備金――――――――――――――――― 12
格付―――――――――――――――――――――――― 22
貸倒引当金 ――――――――――――――――――― 18
貸付金 ―――――――――――――――――――――― 27
貸付金等の自己査定の状況 ――――18、100、165
監査委員会 ――――――――――――――――――― 34
監査報告書――――――――――――――――164、225
企業ビジョン――――――――――――――――――― 1
基金―――――――――――――――――――――――― 16
基金拠出者 ――――――――――――――――――― 79
基金償却準備金――――――――――――――――― 16
基金償却積立金――――――――――――――――― 16
危険差 ――――――――――――――――――― 14、182
危険準備金 ――――――――――――――――――― 12
基礎利益――――――――――――――― 13、106、172
偽造・盗難カード被害への対応 ――――――― 52
逆ざや ―――――――――――――――――――― 13、14
キャッシュバランスプラン―――――――――― 62
QOL ――――――――――――――――――――――― 59
業務改善計画の進捗――――――――――――――― 5
銀行等金融機関窓口販売 ――――――――――― 65
苦情情報―――――――――――――――――――――― 7
経営活動の概況――――――――――――――――― 19
経営管理リスク相当額 ―――――――――――― 11
経営効率化に向けた取り組み ―――――――― 22
経営方針―――――――――――――――――――――― 3
経営理念―――――――――――――――――――――― 1
契約高 ―――――――――――――――― 23、108、174
行動規範―――――――――――――――――――――― 1
行動憲章――――――――――――――――――――― 38
子会社等に関する事項 ―――――――――――― 84
国際保険業務 ―――――――――――――――――― 67
ご契約者向けサービス・パッケージ「map」― 57
個人情報の保護に関する基本方針―――――― 43
個人情報保護宣言 ――――――――――――――― 43
個人情報保護方針 ――――――――――――――― 43
個人向け商品サービス ―――――――――――― 55
こどものほけん ―――――――――――――― 56、86
コミュニケーションセンター ――――― 51、242
コンサルティングサービス―――――――――― 54
コンプライアンス宣言 ―――――――――――― 37

コンプライアンスの徹底 ――――――――――― 36

サービスプラザ――――――――――――――――― 80
サープラス・マネジメント―――――――――― 40
最低保証リスク相当額 ―――――――――――― 11
財団等の活動 ―――――――――――――――――― 48
債務者区分による債権の状況―――17、100、165
三利源―――――――――――――――――14、107、173
CSR（企業の社会的責任）―――――――――― 44
事業費 ―――――――――――――――――――――― 26
自己資本の充実――――――――――――――――― 16
資産・負債等の概況―――――――――――――― 27
資産運用収益 ―――――――――――――――――― 26
資産運用費用 ―――――――――――――――――― 26
資産運用リスク相当額 ―――――――――――― 11
資産全体の含み損益の状況 ――――15、137、213
資産の自己査定――――――――――――――――― 18
実質純資産額 ――――――――――――12、101、166
「疾病予防サポートサービス」への取り組み― 59
支払備金――――――――――――――――――――― 28
指名委員会 ――――――――――――――――――― 34
社員の構成 ――――――――――――――――――― 74
社員配当準備金――――――――――――――――― 28
社員（ご契約者）配当の状況―――――――― 182
社会貢献活動 ―――――――――――――――――― 45
社内信用格付 ―――――――――――――――――― 41
従業員の状況 ―――――――――――――――――― 79
収支の概況 ――――――――――――――――――― 25
主要な業務の内容 ――――――――――――――― 69
商品一覧――――――――――――――――――――― 86
情報開示に関する基本方針―――――――――― 49
剰余金 ―――――――――――――――――――――― 28
剰余金処分に関する書面 ―――――― 26、95、156
ストレステスト――――――――――――――――― 41
生命保険契約者保護機構 ――――――――――― 89
責任準備金 ――――――――――――――――――― 28
責任準備金等繰入額―――――――――――――― 26
責任準備金戻入額 ――――――――――――――― 26
総合コンサルティングへの取り組み ―――― 61
相互会社制度運営の仕組み―――――――――― 29
総代 ――――――――――――――――――――― 30、72
総代会 ―――――――――――――――――――――― 29
総代会議事録の閲覧―――――――――――――― 29
総代会傍聴制度――――――――――――――――― 29
総代候補者選考委員―――――――――――― 31、73
総代選出における立候補制―――――――――― 30
総代の構成 ――――――――――――――――――― 74
総代の選出について―――――――――――――― 30
組織図 ―――――――――――――――――――――― 78
ソルベンシー・マージン比率―――11、101、166
損益計算書 ―――――――――――――― 25、93、155
損害保険事業 ―――――――――――――――――― 66
損失てん補準備金 ――――――――――――――― 28

貸借対照表 ―――――――――――――― 27、91、153
代表者の確認書 ―――――――――――――――― 226
正しい募集の誓い ――――――――――――――― 38
中期経営計画――――――――――――――――――― 9
直近5事業年度における主要な業務の状況を示す指標 ― 19

マ ッ プ

か

さ
あ

た



240

ディスクロージャー―――――――――――――― 49
デメリット情報の提供 ―――――――――――― 50
店舗網一覧 ――――――――――――――――――― 80
当期未処分剰余金 ――――――――――――――― 28

内部統制システムの整備 ――――――――――― 35
内部留保等 ――――――――――――――――――― 16
任意積立金 ――――――――――――――――――― 28
年換算保険料 ――――――――――――23、109、175

ハッピーレポート ――――――――――――――― 56
バリュー・アット・リスク―――――――――― 41
販売・サービス方針―――――――――――――― 38
費差――――――――――――――――――――― 14、182
評価差額――――――――――――――――――――― 15
評議員 ―――――――――――――――――――――― 73
評議員会――――――――――――――――――――― 31
含み損益 ―――――――――――――――15、137、213
不動産及び動産――――――――――――――――― 27
不服申立制度――――――――――――――――――― 8
不良債権と引当・保全状況―――――――――― 18
不良債権の状況――――――――――――――――― 17
報酬委員会 ――――――――――――――――――― 34
ポートフォリオ――――――――――――――――― 41
保険金・給付金の支払管理態勢とお客さま対応の強化 ―― 8
保険金等支払金――――――――――――――――― 26
保険金等支払審査会――――――――――――――― 8
保険契約準備金――――――――――――――――― 28
保険契約の概況――――――――――――――――― 23
保険リスク相当額 ――――――――――――――― 11
保険料等収入 ―――――――――――――――――― 26
保全率 ―――――――――――――――――――――― 17
保有契約高――――――――――――――23、108、174

MYLINC（マイリンク）カスタマーダイレクト ― 53
マイリンク2004 ―――――――――――――――― 60
「map」―――――――――――――――――――――― 57
明治安田再生プログラム ―――――――――――― 9
明治安田生命カード―――――――――――――― 52
明治安田生命からのお知らせ ―――――――― 53
明治安田生命グループ事業系統図―――――― 83
メタボリックシンドローム―――――――――― 59
MOT ――――――――――――――――――――――― 10

役員等略歴 ――――――――――――――――――― 75
有価証券――――――――――――――――――――― 27
有価証券の含み損益 ――――――――15、132、209
予定利率リスク相当額 ―――――――――――― 11

ライフアカウント L.A. ―――――――――― 55、86
リスク管理債権の状況―――――――17、100、165
リスク管理体制――――――――――――――――― 39
連結損益計算書 ―――――――――――――143、222
連結貸借対照表 ―――――――――――――142、221

な

は

ま

や

ら

マ ッ プ



241

明治安田生命の現況
―2006年7月発行―

本誌は、保険業法第111条に基づいて作成したディスクロージャー資料（業務
および財産の状況に関する説明書類）です。

発行　明治安田生命保険相互会社　広報部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1



242

明治安田生命ホームページ http://www.meijiyasuda.co.jp/

商品・サービス、各種お手続きの方法や会社情報などについて、タイムリーに情報提供しています。

お電話によるご相談窓口

コミュニケーションセンター

0120-662-332
専任のコミュニケーターによる対応時間

月曜～金曜（除く祝日）9：00～18：00／土曜（除く祝日）9：00～17：00

（上記時間帯以外は「お申し出の受付」のみとさせていただきます）

＊当社へのお問い合わせ・ご照会のお電話は、通話内容の確認のため、録音させていただ

くことがありますので、あらかじめご了承ください。

〈当社におけるお客さまに関する情報の取り扱いについては、P43をご覧ください〉

個人のお客さまへ
・生命保険商品
・損害保険
・金融機関窓口販売商品
・投資信託のご案内　　　など

ご契約者のみなさまへ
・お手続きのご案内
・ご契約者照会・手続きサービス
・カードポイントサービス map
・明治安田生命カード　　　など

法人のお客さまへ
・法人向け商品・サービス
・団体年金関連情報・サービス
・確定拠出年金モール　　　など

明治安田生命について
・会社情報、ディスクロージャー
・ＣＭ・イベント情報、お役立ち情報
・社会貢献活動、採用情報　　　など

お問い合わせ窓口
・お電話、ご来店、インターネット　　など

※画面は平成18年6月現在



http://www.meijiyasuda.co.jp/
古紙パルプ配合率１００％ 
再生紙を使用しております。 

環境を配慮した大豆油インキを 
使用しています。 


