
損益計算書

2005年9月中間期 2006年9月中間期 2007年9月中間期 2008年9月中間期 2009年9月中間期

金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％)

保険引受収益 45,014 0.5 44,768 △ 0.5 43,416 △ 3.0 42,916 △ 1.2 42,586 △ 0.8 

　（うち正味収入保険料） (37,585) (0.8) (37,883) (0.8) (37,851) (△ 0.1) (36,875) (△ 2.6) (35,109) (△ 4.8)

　（うち収入積立保険料） (5,578) (△ 4.2) (4,837) (△ 13.3) (3,949) (△ 18.4) (3,823) (△ 3.2) (2,989) (△ 21.8)

保険引受費用 38,717 △ 3.4 39,275 1.4 37,370 △ 4.9 36,407 △ 2.6 35,119 △ 3.5 

　（うち正味支払保険金） (20,338) (7.0) (20,753) (2.0) (20,925) (0.8) (21,339) (2.0) (21,404) (0.3)

　（うち損害調査費） (1,583) (△ 2.1) (1,636) (3.3) (1,754) (7.2) (1,872) (6.7) (1,901) (1.5)

　（うち諸手数料及び集金費） (6,339) (1.6) (6,371) (0.5) (6,352) (△ 0.3) (6,363) (0.2) (6,154) (△ 3.3)

　（うち満期返戻金） (8,279) (3.6) (7,216) (△ 12.8) (6,036) (△ 16.4) (5,523) (△ 8.5) (5,082) (△ 8.0)

　（うち支払備金繰入(△戻入)額） (△ 23) (△ 100.8) (1,386) (－) (576) (△ 58.4) (432) (△ 24.9) (△ 1,282) (△ 396.5)

　（うち責任準備金繰入(△戻入)額） (1,752) (△ 18.5) (1,207) (△ 31.1) (1,397) (15.8) (△ 41) (△ 102.9) (△ 1,544) (－)

資産運用収益 2,859 1.9 2,965 3.7 3,828 29.1 3,492 △ 8.8 2,679 △ 23.3 

　（うち利息及び配当金収入） (2,604) (8.1) (3,058) (17.4) (3,703) (21.1) (3,300) (△ 10.9) (2,608) (△ 21.0)

　（うち有価証券売却益） (1,290) (△ 15.6) (940) (△ 27.2) (1,213) (29.0) (1,336) (10.1) (699) (△ 47.6)

資産運用費用 430 △ 42.5 607 41.1 986 62.5 2,022 105.1 952 △ 52.9 

　（うち有価証券売却損） (90) (△ 47.3) (159) (76.1) (245) (54.0) (206) (△ 16.0) (209) (1.4)

　（うち有価証券評価損） (159) (0.7) (121) (△ 23.7) (237) (95.3) (1,096) (362.9) (360) (△ 67.2)

営業費及び一般管理費 6,167 △ 2.5 6,174 0.1 6,350 2.9 6,883 8.4 6,407 △ 6.9 

　（うち保険引受に係る営業費及び一般管理費） (5,703) (△ 2.4) (5,724) (0.4) (5,931) (3.6) (6,483) (9.3) (6,035) (△ 6.9)

その他経常損益 80 △ 29.8 106 33.7 △ 10 △ 109.8 △ 19 － △ 38 － 

経常利益又は経常損失（△） 2,640 396.7 1,783 △ 32.5 2,527 41.8 1,078 △ 57.3 2,748 154.9 

　（うち保険引受利益又は損失（△）） (569) (－) (△ 255) (△ 144.8) (91) (－) (1) (△ 98.5) (1,406) (100,311.4)

　（うち資産運用粗利益又は粗損失（△）） (1,727)

特別損益 △ 329 △ 192.4 △ 321 － 87 － 325 273.7 31 △ 90.5 

税引前中間純利益又は純損失（△） 2,310 160.3 1,461 △ 36.8 2,614 78.9 1,404 △ 46.3 2,779 98.0 

法人税及び住民税 729 174.5 1,156 58.6 1,471 27.2 945 △ 35.7 666 △ 29.5 

法人税等調整額 41 36.6 △ 727 △ 1,868.5 △ 639 － △ 581 － 221 － 

法人税等合計 887 － 

中間純利益又は純損失（△） 1,540 160.2 1,033 △ 33.0 1,782 72.6 1,039 △ 41.7 1,892 82.1 

注１．保険引受利益＝保険引受収益－保険引受費用－保険引受に係る営業費及び一般管理費±その他収支

　　 なお、その他収支は自動車損害賠償責任保険等に係る法人税相当額等である。

　 ２．「その他経常損益」には、保険業法第113条繰延額を含む。

　 ３．増減率については百万円単位の金額で算出しています。本表は億円表記のため表中計算と合わない場合があります。
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損益計算書

保険引受収益

　（うち正味収入保険料）

　（うち収入積立保険料）

保険引受費用

　（うち正味支払保険金）

　（うち損害調査費）

　（うち諸手数料及び集金費）

　（うち満期返戻金）

　（うち支払備金繰入(△戻入)額）

　（うち責任準備金繰入(△戻入)額）

資産運用収益

　（うち利息及び配当金収入）

　（うち有価証券売却益）

資産運用費用

　（うち有価証券売却損）

　（うち有価証券評価損）

営業費及び一般管理費

　（うち保険引受に係る営業費及び一般管理費）

その他経常損益

経常利益又は経常損失（△）

　（うち保険引受利益又は損失（△））

　（うち資産運用粗利益又は粗損失（△））

特別損益

税引前中間純利益又は純損失（△）

法人税及び住民税

法人税等調整額

法人税等合計

中間純利益又は純損失（△）

経
　
　
常
　
　
損
　
　
益

項　　　目
2010年9月中間期 2011年9月中間期 2012年9月中間期 2013年9月中間期 2014年9月中間期

金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％)

43,197 1.4 48,026 11.2 44,665 △ 7.0 43,241 △ 3.2 45,503 5.2 

(35,333) (0.6) (35,727) (1.1) (37,070) (3.8) (38,582) (4.1) (40,443) (4.8)

(3,212) (7.5) (3,034) (△ 5.6) (2,704) (△ 10.9) (2,407) (△ 11.0) (2,332) (△ 3.1)

36,386 3.6 42,206 16.0 38,263 △ 9.3 36,950 △ 3.4 37,983 2.8 

(21,393) (△ 0.1) (28,361) (32.6) (23,997) (△ 15.4) (22,284) (△ 7.1) (23,098) (3.7)

(1,939) (2.0) (2,164) (11.6) (2,072) (△ 4.3) (2,098) (1.3) (2,128) (1.4)

(6,183) (0.5) (6,257) (1.2) (6,473) (3.4) (6,734) (4.0) (7,165) (6.4)

(6,193) (21.8) (4,952) (△ 20.0) (5,193) (4.9) (4,582) (△ 11.8) (4,369) (△ 4.7)

(△ 601) (－) (△ 1,097) (－) (△ 897) (－) (△ 192) (－) (△ 1,035) (－)

(△ 2,333) (－) (△ 6,749) (－) (△ 2,604) (－) (115) (－) (509) (341.3)

3,439 28.4 2,979 △ 13.4 2,328 △ 21.9 3,295 41.5 2,992 △ 9.2 

(2,766) (6.0) (2,552) (△ 7.7) (2,308) (△ 9.6) (2,639) (14.3) (2,734) (3.6)

(1,116) (59.6) (1,054) (△ 5.6) (688) (△ 34.7) (1,366) (98.6) (890) (△ 34.9)

1,099 15.5 1,394 26.9 2,400 72.1 457 △ 80.9 283 △ 38.2 

(179) (△ 14.2) (309) (72.6) (92) (△ 70.2) (94) (1.8) (62) (△ 33.6)

(378) (5.2) (637) (68.4) (1,982) (211.1) (190) (△ 90.4) (57) (△ 70.2)

6,365 △ 0.7 6,058 △ 4.8 5,993 △ 1.1 6,027 0.6 6,126 1.6 

(5,996) (△ 0.6) (5,727) (△ 4.5) (5,685) (△ 0.7) (5,730) (0.8) (5,836) (1.9)

33 － 43 27.6 22 △ 48.5 △ 52 △ 335.5 68 － 

2,820 2.6 1,390 △ 50.7 360 △ 74.1 3,050 748.4 4,170 36.7 

(791) (△ 43.7) (70) (△ 91.1) (699) (893.4) (542) (△ 22.5) (1,669) (208.1)

(2,340) (35.5) (1,585) (△ 32.3) (△ 72) (△ 104.5) (2,837) (－) (2,709) (△ 4.5)

△ 435 △ 1,509.2 79 - 221 179.9 △ 253 △ 214.1 △ 892 － 

2,385 △ 14.2 1,469 △ 38.4 581 △ 60.4 2,797 381.5 3,278 17.2 

586 △ 12.1 399 △ 31.8 63 △ 84.2 244 286.5 324 32.7 

80 △ 63.9 51 △ 36.4 259 410.5 656 153.3 322 △ 51.0 

665 △ 25.0 450 △ 32.3 322 △ 28.4 900 179.3 646 △ 28.3 

1,720 △ 9.1 1,018 △ 40.8 259 △ 74.6 1,897 633.8 2,632 38.7 

下線部分は2012年12月18に修正 下線部分は2014年12月17日に修正 下線部分は2015年10月30日に修正



損益計算書

保険引受収益

　（うち正味収入保険料）

　（うち収入積立保険料）

保険引受費用

　（うち正味支払保険金）

　（うち損害調査費）

　（うち諸手数料及び集金費）

　（うち満期返戻金）

　（うち支払備金繰入(△戻入)額）

　（うち責任準備金繰入(△戻入)額）

資産運用収益

　（うち利息及び配当金収入）

　（うち有価証券売却益）

資産運用費用

　（うち有価証券売却損）

　（うち有価証券評価損）

営業費及び一般管理費

　（うち保険引受に係る営業費及び一般管理費）

その他経常損益

経常利益又は経常損失（△）

　（うち保険引受利益又は損失（△））

　（うち資産運用粗利益又は粗損失（△））

特別損益

税引前中間純利益又は純損失（△）

法人税及び住民税

法人税等調整額

法人税等合計

中間純利益又は純損失（△）

経
　
　
常
　
　
損
　
　
益

項　　　目
2015年9月中間期 2016年9月中間期 2017年9月中間期 2018年9月中間期 2019年9月中間期

金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％)

46,352 1.9 46,868 1.1 45,487 △ 2.9 46,699 2.7 46,663 △ 0.1 

(43,080) (6.5) (41,603) (△ 3.4) (42,541) (2.3) (42,688) (0.3) (44,209) (3.6)

(2,297) (△ 1.5) (2,155) (△ 6.2) (1,755) (△ 18.5) (1,638) (△ 6.7) (1,508) (△ 7.9)

41,234 8.6 38,954 △ 5.5 38,486 △ 1.2 42,803 11.2 40,928 △ 4.4 

(21,648) (△ 6.3) (24,064) (11.2) (22,290) (△ 7.4) (24,402) (9.5) (22,673) (△ 7.1)

(2,195) (3.1) (2,301) (4.8) (2,241) (△ 2.6) (2,333) (4.1) (2,342) (0.4)

(7,691) (7.3) (7,296) (△ 5.1) (7,544) (3.4) (7,372) (△ 2.3) (7,661) (3.9)

(4,174) (△ 4.5) (3,725) (△ 10.8) (3,472) (△ 6.8) (3,083) (△ 11.2) (2,898) (△ 6.0)

(1,806) (－) (302) (△ 83.3) (1,132) (274.6) (5,174) (356.9) (2,047) (△ 60.4)

(3,529) (592.7) (△ 1,253) (△ 135.5) (1,395) (－) (△ 1,173) (△ 184.1) (2,935) － 

3,233 8.1 2,734 △ 15.4 3,627 32.7 3,750 3.4 3,217 △ 14.2 

(2,639) (△ 3.5) (2,169) (△ 17.8) (2,715) (25.2) (2,381) (△ 12.3) (2,436) (2.3)

(1,093) (22.9) (1,215) (11.1) (1,459) (20.1) (1,799) (23.3) (1,417) (△ 21.2)

546 93.2 496 △ 9.2 514 3.6 488 △ 5.0 530 8.7 

(122) (95.2) (80) (△ 33.9) (45) (△ 43.5) (183) (303.0) (43) (△ 76.3)

(230) (306.1) (44) (△ 80.7) (266) (500.0) (38) (△ 85.7) (137) (260.1)

6,237 1.8 6,244 0.1 6,349 1.7 6,703 5.6 6,679 △ 0.4 

(5,931) (1.6) (5,924) (△ 0.1) (5,964) (0.7) (6,291) (5.5) (6,276) (△ 0.2)

70 3.1 △ 5 △ 107.1 19 － 0.0 △ 98.5 20.0 7,200.0 

1,638 △ 60.7 3,903 138.3 3,783 △ 3.1 456 △ 88.0 1,763 286.7 

(△ 822) (△ 149.2) (1,982) (－) (1,024) (△ 48.4) (△ 2,408) (△ 335.2) (△ 558) － 

(2,687) (△ 0.8) (2,238) (△ 16.7) (3,114) (39.1) (3,262) (4.8) (2,686) (△ 17.6)

△ 133 － △ 117 － △ 5 － △ 97 － △ 1,182 － 

1,505 △ 54.1 3,786 151.6 3,778 △ 0.2 359 △ 90.5 580 61.7 

406 25.2 848 109.0 1,387 63.6 679 △ 51.0 997 46.8 

△ 158 △ 149.0 90 － △ 574 △ 736.3 △ 738 － △ 2,202 － 

248 △ 61.6 938 278.2 813 △ 13.3 △ 58 △ 107.2 △ 1,205 － 

1,257 △ 52.3 2,848 126.7 2,964 4.1 417 △ 85.9 1,785 328.0 

下線部分は2016年3月15日に修正 下線部分は2020年12月15日に修正 下線部分は2020年12月15日に修正



損益計算書

保険引受収益

　（うち正味収入保険料）

　（うち収入積立保険料）

保険引受費用

　（うち正味支払保険金）

　（うち損害調査費）

　（うち諸手数料及び集金費）

　（うち満期返戻金）

　（うち支払備金繰入(△戻入)額）

　（うち責任準備金繰入(△戻入)額）

資産運用収益

　（うち利息及び配当金収入）

　（うち有価証券売却益）

資産運用費用

　（うち有価証券売却損）

　（うち有価証券評価損）

営業費及び一般管理費

　（うち保険引受に係る営業費及び一般管理費）

その他経常損益

経常利益又は経常損失（△）

　（うち保険引受利益又は損失（△））

　（うち資産運用粗利益又は粗損失（△））

特別損益

税引前中間純利益又は純損失（△）

法人税及び住民税

法人税等調整額

法人税等合計

中間純利益又は純損失（△）

経
　
　
常
　
　
損
　
　
益

項　　　目
2020年9月中間期 2021年9月中間期 2022年9月中間期

金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％) 金額(億円) 増減率(％)

46,382 △ 0.6 48,546 4.7 51,089 5.2 

(43,906) (△ 0.7) (44,888) (2.2) (47,087) (4.9)

(1,458) (△ 3.4) (1,144) (△ 21.5) (991) (△ 13.4)

39,610 △ 3.2 39,555 △ 0.1 47,457 20.0 

(21,714) (△ 4.2) (23,780) (9.5) (26,476) (11.3)

(2,356) (0.6) (2,544) (8.0) (2,688) (5.6)

(7,891) (3.0) (8,083) (2.4) (8,587) (6.2)

(3,046) (5.1) (2,795) (△ 8.3) (2,722) (△ 2.6)

(1,398) (△ 31.7) (△ 679) (△ 148.5) (3,100) － 

(2,768) (△ 5.7) (1,071) (△ 61.3) (1,657) (54.7)

2,874 △ 10.7 3,500 21.8 5,127 46.5 

(2,272) (△ 6.7) (2,839) (24.9) (3,482) (22.7)

(1,158) (△ 18.3) (1,085) (△ 6.3) (1,366) (25.8)

370 △ 30.3 406 9.8 1,105 172.3 

(53) (22.3) (29) (△ 44.7) (209) (616.0)

(124) (△ 9.5) (284) (129.7) (124) (△ 56.3)

6,545 △ 2.0 6,802 3.9 7,048 3.6 

(6,142) (△ 2.1) (6,352) (3.4) (6,547) (3.1)

35.0 73.2 46.0 30.0 88.0 91.4 

2,766 56.9 5,329 92.7 693 △ 87.0 

(615) － (2,624) (326.9) (△ 2,932) (△ 211.7)

(2,504) (△ 6.8) (3,094) (23.5) (4,021) (30.0)

△ 246 － △ 117 － △ 650 － 

2,520 334.4 5,213 106.8 43 △ 99.2 

1,313 31.7 1,449 10.4 380 △ 73.8 

△ 773 － △ 223 － △ 616 － 

540 － 1,226 127.3 △ 236 △ 119.3 

1,981 11.0 3,986 101.3 279 △ 93.0 

下線部分は2021年10月20日に修正 下線部分は2023年3月15日に修正


