
①契約の状況等

新契約年換算保険料 （百万円） 590,474 (△ 4.8 ) 301,823 (＋ 0.3 ) 527,417 (△ 10.7 )
（百万円） 49,588 (＋ 20.6 ) 26,001 (＋ 5.5 ) 55,739 (＋ 12.4 )

保有契約年換算保険料 （百万円） 3,519,640 (＋ 10.0 ) 3,674,997 (＋ 9.4 ) 3,777,348 (＋ 7.3 )
（百万円） 293,413 (＋ 14.0 ) 311,984 (＋ 13.2 ) 333,857 (＋ 13.8 )

保険料等収入 （百万円） 5,413,862 (△ 9.1 ) 2,812,554 (＋ 2.4 ) 5,041,868 (△ 6.9 )
（百万円） 4,087,242 (△ 4.0 ) 2,274,510 (＋ 11.2 ) 4,031,194 (△ 1.4 )
（百万円） － (　 　　 － ) － (　 　　 － ) － (　 　　 － )

保有契約高 （百万円） 47,882,749 (＋ 11.9 ) 51,079,764 (＋ 12.7 ) 53,229,173 (＋ 11.2 )
解約・失効高 （百万円） 1,843,539 (＋ 15.0 ) 948,887 (＋ 5.6 ) 1,925,939 (＋ 4.5 )
解約・失効率 (%) 4.3 2.0 4.0
＊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、保険料を保険期間で除した金額）。

②資産の状況等
（連結）

総資産 （百万円） 81,545,182 (△ 4.0 ) 80,492,230 (△ 5.0 ) 80,336,760 (△ 1.5 )
実質純資産額 （億円） 146,495 (＋ 27.2 ) 146,014 (＋ 28.9 ) 127,631 (△ 12.9 )
　　実質純資産額／一般勘定資産 (%) 18.0 18.1 15.9
ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ比率 (%) 1,570.3 1,458.0 1,290.6

＊（　　）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） 464,285 (△ 9.9 ) 390,070 (△ 16.0 )
＊（　　）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） 974 (＋ 304 ) 785 (△ 188 )
＊（　　）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 （％） 1.90 1.84
運用利回り（一般勘定） （％） 1.62 1.50
平均予定利率 （％） 1.76 1.73

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） 97,437 (＋ 30,452 ) 78,581 (△ 18,856 )
保険関係損益 （百万円） 366,848 (△ 81,583 ) 311,488 (△ 55,359 )

＊（　　）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） 69,987,656 (△ 2,626,234 ) 69,243,049 (△ 2,019,188 ) 67,921,206 (△ 2,066,449 )
価格変動準備金 （百万円） 782,268 (＋ 70,100 ) 752,641 (＋ 10,084 ) 788,712 (＋ 6,444 )
危険準備金 （百万円） 2,374,846 (△ 123,864 ) 2,314,244 (△ 123,231 ) 2,254,027 (△ 120,819 )
　　うち危険準備金Ⅰ （百万円） 188,428 (△ 5,789 ) 185,424 (△ 6,044 ) 181,703 (△ 6,724 )
　　うち危険準備金Ⅱ （百万円） 2,107,696 (△ 107,919 ) 2,054,727 (△ 107,564 ) 2,002,625 (△ 105,071 )
　　うち危険準備金Ⅲ （百万円） －  (　   　　　－ ) －  (　   　　　－ ) －  (　   　　　－ )
　　うち危険準備金Ⅳ （百万円） 78,722 (△ 10,155 ) 74,092 (△ 9,621 ) 69,698 (△ 9,023 )
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） 9,570,161 (＋ 3,078,179 ) 9,567,197 (＋ 3,294,246 ) 7,698,140 (△ 1,872,021 )
　　うち国内株式 （百万円） 137,091 (△ 146,610 ) 118,236 (△ 82,071 ) 323,679 (＋ 186,587 )
　　うち国内債券 （百万円） 9,110,287 (＋ 3,303,221 ) 9,254,584 (＋ 3,546,164 ) 7,292,160 (△ 1,818,126 )
　　うち外国証券 （百万円） 322,738 (△ 78,474 ) 192,312 (△ 172,415 ) 93,178 (△ 229,560 )
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。

＊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） 15,400
ＴＯＰＩＸ (ﾎﾟｲﾝﾄ) 1,240
国内債券 （％） 1.1
外国証券 （円） 108
＊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

⑨2018年3月期の業績見通し

保険料等収入 （百万円）

⑩職員数

営業職員 （人） 1,099 (＋　2.2) 1,143 （＋　1.6） 1,104 (＋　0.5)
内勤職員 （人） 6,279 (＋　3.3) 6,452 （＋　1.0） 6,320 (＋　0.7)

＊（　　）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） 7,545 (△ 27.2 ) 15,618 (＋ 107.0 )

その他 （百万円） 170,458 (△ 10.5 ) 137,061 (△ 19.6 )
＊（　　）内は前年同期比増減率

⑫銀行窓販の状況
　該当なし

増加。ファンドによる投資を想定。

2017年3月末

2018年3月期予想
減少の見込み
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2016年3月期 2017年3月期

△ 2,162,924 減少。
84,637 増加。市場動向により機動的に残高調整。
657,910 増加。市場動向により機動的に残高調整。

423,502 増加。市場動向により機動的に残高調整。

2016年3月末 2016年9月末 2017年3月末

2016年3月末 2016年9月末 2017年3月末

2016年度実績 2017年度計画



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（2017年3月期）


