
①契約の状況等

新契約年換算保険料 （百万円） 620,427 (＋ 0.2 ) 300,962 (△ 12.5 ) 590,474 (△ 4.8 )
（百万円） 41,120 (△ 16.4 ) 24,655 (＋ 17.7 ) 49,588 (＋ 20.6 )

保有契約年換算保険料 （百万円） 3,200,699 (＋ 12.2 ) 3,357,966 (＋ 10.1 ) 3,519,640 (＋ 10.0 )
（百万円） 257,460 (＋ 13.2 ) 275,726 (＋ 13.5 ) 293,413 (＋ 14.0 )

保険料等収入 （百万円） 5,956,716 (＋ 0.8 ) 2,746,776 (△ 10.8 ) 5,413,862 (△ 9.1 )
（百万円） 4,257,637 (＋ 13.4 ) 2,044,846 (△ 6.2 ) 4,087,242 (△ 4.0 )
（百万円） － (　 　　 － ) － (　 　　 － ) － (　 　　 － )

新契約高 （百万円） 7,496,176 (＋ 5.8 ) 3,655,497 (△ 6.4 ) 7,388,207 (△ 1.4 )
保有契約高 （百万円） 42,774,955 (＋ 15.0 ) 45,339,262 (＋ 12.9 ) 47,882,749 (＋ 11.9 )
解約・失効高 （百万円） 1,602,661 (＋ 16.1 ) 898,694 (＋ 13.3 ) 1,843,539 (＋ 15.0 )
解約・失効率 (%) 4.3 2.1 4.3
＊保険料等収入以外は個人保険＋個人年金保険 ＊（　　）内は前年同期比増減率

＊解約・失効は、失効後復活契約を失効と相殺せずに算出 ＊保険料等収入は損益計算書ベース

＊保険料等収入のうち個人保険分野は個人保険＋個人年金、団体保険分野は団体保険＋団体年金の合計保険料

＊年換算保険料の対象は個人保険と個人年金。年換算保険料とは、１回あたりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、１年あたりの保険料に

    換算した金額（一時払契約等は、保険料を保険期間で除した金額）。

②資産の状況等
（連結）

総資産 （百万円） 84,915,012 (△ 2.5 ) 84,691,801 (△ 1.4 ) 81,545,182 (△ 4.0 )
実質純資産額 （億円） 115,211 (＋ 22.0 ) 113,239 (＋ 10.8 ) 146,495 (＋ 27.2 )
　　実質純資産額／一般勘定資産 (%) 13.6 13.4 18.0
ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ比率 (%) 1,644.2 1,579.4 1,570.3

＊（　　）内は前年同期比増減率

③基礎利益・順ざや・利回り等

基礎利益 （百万円） 515,417 (＋ 6.9 ) 464,285 (△ 9.9 )
＊（　　）内は前年同期比増減率

順ざや額（負値の場合は逆ざや額） （億円） 669 (＋ 127 ) 974 (＋ 304 )
＊（　　）内は前年同期比増減実額

基礎利益上の運用収支等の利回り （％） 1.89 1.90
運用利回り（一般勘定） （％） 1.70 1.62
平均予定利率 （％） 1.80 1.76

④基礎利益の内訳

順ざや額（負値の場合は逆ざや額） （百万円） 66,984 (＋ 12,772 ) 97,437 (＋ 30,452 )
保険関係損益 （百万円） 448,432 (＋ 20,591 ) 366,848 (△ 81,583 )

＊（　　）内は前年同期比増減実額
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⑤準備金

責任準備金(除く危険準備金) （百万円） 72,613,890 (△ 2,542,801 ) 71,262,238 (△ 2,676,014 ) 69,987,656 (△ 2,626,234 )
価格変動準備金 （百万円） 712,167 (＋ 97,934 ) 742,556 (＋ 73,953 ) 782,268 (＋ 70,100 )
危険準備金 （百万円） 2,498,711 (△ 90,087 ) 2,437,475 (△ 105,898 ) 2,374,846 (△ 123,864 )
　　うち危険準備金Ⅰ （百万円） 194,217 (△ 6,000 ) 191,468 (△ 6,293 ) 188,428 (△ 5,789 )
　　うち危険準備金Ⅱ （百万円） 2,215,616 (△ 72,861 ) 2,162,291 (△ 88,962 ) 2,107,696 (△ 107,919 )
　　うち危険準備金Ⅲ （百万円） － (　 　　  　－ ) －  (　   　　　－ ) －  (　   　　　－ )
　　うち危険準備金Ⅳ （百万円） 88,877 (△ 11,224 ) 83,714 (△ 10,642 ) 78,722 (△ 10,155 )
危険準備積立金 （百万円） －  (　   　　　－ ) －  (　   　　　－ ) －  (　   　　　－ )
価格変動積立金 （百万円） －  (　   　　　－ ) －  (　   　　　－ ) －  (　   　　　－ )

＊（　　）内は前年同期比増減実額

⑥含み損益

有価証券 （百万円） 6,491,981 (＋ 1,958,704 ) 6,272,951 (＋ 1,025,631 ) 9,570,161 (＋ 3,078,179 )
　　うち国内株式 （百万円） 283,701 (＋ 209,217 ) 200,307 (＋ 61,716 ) 137,091 (△ 146,610 )
　　うち国内債券 （百万円） 5,807,066 (＋ 1,444,120 ) 5,708,420 (＋ 807,841 ) 9,110,287 (＋ 3,303,221 )
　　うち外国証券 （百万円） 401,213 (＋ 305,367 ) 364,728 (＋ 156,577 ) 322,738 (△ 78,474 )
不動産 （百万円） －  (　   　　　－ ) －  (　   　　　－ ) －  (　   　　　－ )
＊金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。 ＊（　　）内は前年同期比増減実額

＊不動産は保有なし。

＊かんぽ生命単体の実績を掲載。

⑦運用実績と計画

国内株式 （百万円）

国内債券 （百万円）

外国株等 （百万円）

外国債券 （百万円）

不動産 （百万円） －
＊金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。

＊不動産は保有なし。

＊かんぽ生命単体の実績を掲載。

⑧資産の含み損益がゼロになる水準

日経平均株価 （円） 14,971
ＴＯＰＩＸ (ﾎﾟｲﾝﾄ) 1,203
国内債券 （％） 1.3
外国証券 （円） 97
＊株式は日経平均およびＴＯＰＩＸにフル連動させ、株式の評価基準にあわせて算出

＊国内債券は10年新発国債利回り換算し、小数点第一位まで算出

＊外国証券はドル円換算にて算出

⑨2017年3月期の業績見通し

保険料等収入 （百万円）

⑩銀行との資本持ち合いについて

ⅰ銀行からの拠出

基金（株式）に対する拠出 （百万円） 1,474
劣後ローン等 （百万円） －
＊銀行からの拠出の劣後ローン等は、劣後ローン及び劣後債

＊銀行からの拠出の株式は３月末の時価

ⅱ銀行への拠出

保有している銀行株（時価総額） （百万円） 75,608
劣後ローン等 （百万円）

＊基金拠出者以外の金額も含む
＊銀行への拠出の保有している株式には、優先株を含む。（各行・グループの海外現法への出資は除く） 

＊銀行への拠出の劣後ローン等は、劣後ローン、劣後債及び優先出資証券

＊金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。

205,607 基本は増加。市場動向により機動的に残高調整。

2015年3月末 2015年9月末 2016年3月末

2015年3月末 2015年9月末 2016年3月末

2015年度実績 2016年度計画

△ 4,473,728 減少。
5,575 基本は増加。市場動向により機動的に残高調整。

1,727,329 基本は増加。市場動向により機動的に残高調整。
－

2016年3月末

2017年3月期予想
増加の見込み

総額

総額

58,039



⑪職員数

営業職員 （人） 1,075 (＋　0.1) 1,125 (＋　1.4) 1,099 (＋　2.2)
内勤職員 （人） 6,078 (＋　3.5) 6,389 (＋　3.2) 6,279 (＋　3.3)

＊（　　）内は前年同期比増減率

⑫配当の状況（配当準備金繰入額）

個人保険・個人年金保険 （百万円） 10,358 (△ 46.4 ) 7,545 (△ 27.2 )

その他 （百万円） 190,363 (△ 14.6 ) 170,458 (△ 10.5 )
＊（　　）内は前年同期比増減率

⑬銀行窓販の状況
　該当なし
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別　　紙

○変額年金保険等の最低保証に係る一般勘定の責任準備金 繰入・戻入の状況
　該当なし

その他質問項目（2016年3月期）


