
①契約の状況等

新契約年換算保険料 （百万円） 30,659 (△ 79.2 ) 22,939 (＋ 52.2 ) 46,192 (＋ 50.7 )
（百万円） 1,459 (△ 93.4 ) 1,005 (＋ 46.0 ) 2,173 (＋ 49.0 )

保有契約年換算保険料 （百万円） 3,197,252 (△ 10.1 ) 3,033,721 (△ 9.8 ) 2,886,204 (△ 9.7 )
（百万円） 364,682 (△ 7.4 ) 351,658 (△ 7.0 ) 339,817 (△ 6.8 )

保険料等収入 （百万円） 2,697,936 (△ 16.9 ) 1,274,866 (△ 10.1 ) 2,418,979 (△ 10.3 )
（百万円） 2,315,087 (△ 16.4 ) 1,114,975 (△ 8.4 ) 2,113,726 (△ 8.7 )
（百万円） －  (　   　－ ) －  (　   　－ ) －  (　   　－ )

保有契約高 （百万円） 47,476,095 (△ 8.4 ) 45,451,698 (△ 8.4 ) 43,526,588 (△ 8.3 )
解約・失効高 （百万円） 1,382,218 (△ 44.5 ) 721,681 (＋ 11.0 ) 1,379,694 (△ 0.2 )
＊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・失効高は、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＋個人年金保険、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保険。年換算保険料とは、１回当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年当たりの保険料に

    換算した金額（一時払契約等は、保険料を保険期間等で除した金額）

＊新契約年換算保険料は、新契約に転換による純増加を加えた数値

②資産の状況等
（連結）

総資産 （百万円） 70,172,982 (△ 2.1 ) 68,343,484 (△ 2.9 ) 67,174,796 (△ 4.3 )
実質純資産額 （億円） 120,817 (△ 2.2 ) 119,068 (△ 4.1 ) 102,388 (△ 15.3 )
ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ比率 （％） 1,121.2 1,090.3 1,045.5

＊（　　）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） 421,943 (＋ 5.3 ) 437,123 (＋ 3.6 )
＊（　　）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） 763 (△ 41 ) 1,407 (＋ 643 )
＊（　　）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 （％） 1.82 1.94
運用利回り（一般勘定） （％） 1.51 1.61
平均予定利率 （％） 1.69 1.68

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） 76,330 (△ 4,135 ) 140,712 (＋ 64,381 )
保険関係損益 （百万円） 345,612 (＋ 25,469 ) 296,411 (△ 49,200 )

＊（　　）内は前年同期比増減実額

⑤準備金

責任準備金(除く危険準備金) （百万円） 57,786,377 (△ 2,709,422 ) 56,371,706 (△ 2,729,113 ) 54,842,460 (△ 2,943,916 )
価格変動準備金 （百万円） 904,816 (＋ 46,477 ) 940,388 (＋ 109,488 ) 972,606 (＋ 67,789 )
危険準備金 （百万円） 1,611,343 (△ 186,023 ) 1,649,177 (△ 153,484 ) 1,690,994 (＋ 79,651 )
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） 7,387,246 (△ 199,620 ) 7,493,344 (△ 146,517 ) 5,725,247 (△ 1,661,998 )
　　うち国内株式 （百万円） 759,966 (＋ 704,806 ) 849,122 (＋ 449,239 ) 761,032 (＋ 1,066 )
　　うち国内債券 （百万円） 5,995,967 (△ 1,267,076 ) 5,909,829 (△ 741,848 ) 4,491,496 (△ 1,504,471 )
　　うち外国証券 （百万円） 568,920 (＋ 168,465 ) 606,190 (＋ 58,436 ) 451,010 (△ 117,910 )
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。
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⑦運用実績

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。

＊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） 19,700
ＴＯＰＩＸ (ﾎﾟｲﾝﾄ) 1,370
国内債券 （％） 0.9
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。

⑨2023年3月期の業績見通し

保険料等収入

⑩職員数

営業職員 （人） 1,142 (＋ 3.4 ) 1,111 (△ 7.9 ) 1,128 (△ 1.2 )
内勤職員 （人） 6,503 (△ 0.5 ) 6,593 (△ 0.6 ) 6,417 (△ 1.3 )

＊（　　）内は前年同期比増減率

⑪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） 18,754 (＋ 21.3 ) 18,263 (△ 2.6 )

その他 （百万円） 46,710 (△ 50.2 ) 54,849 (＋ 17.4 )
＊（　　）内は前年同期比増減率

⑫銀行窓販の状況
　該当なし

△1,516,510
235,299
△298,296
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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（2022年3月期）


