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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

  

（注）当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。 

  

回次 
第65期

当第１四半期連結累計（会計）期間 
第64期 

  

連結会計期間 
自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日 

自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日 

経常収益 （百万円）  233,025  975,464

正味収入保険料 （百万円）    176,991  698,685

経常利益 （百万円）  9,340  17,742

四半期（当期）純利益 （百万円）  6,783  8,991

純資産額 （百万円）  581,973  543,198

総資産額 （百万円）  3,419,367  3,323,190

１株当たり純資産額 （円）  762.52  711.58

１株当たり四半期（当期） 

純利益 
（円）  8.89  11.63

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 
（円）  8.88  11.62

自己資本比率 （％）  17.00  16.32

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  4,893  △41,223

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  16,239  63,135

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △5,828  △43,932

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（百万円）  155,607  140,825

従業員数 （人）    9,634  9,444
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２【事業の内容】 

 当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社に異動はありません。   

  

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外からの出向者を含む。）で

あります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外からの出向者を含む。）であります。 

 

  

  平成20年６月30日現在

従業員数（人）  9,634

  平成20年６月30日現在

従業員数（人）  8,742
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第２【事業の状況】 

１【保険引受の状況】 

(1）損害保険事業の状況 

①元受正味保険料（含む収入積立保険料） 

（注）１. 元受正味保険料（含む収入積立保険料）とは、元受保険料から元受解約返戻金及び元受その他返戻金を控除

したものをいいます。（積立型保険の積立保険料を含む。） 

２．諸数値はセグメント間の内部取引を相殺する前の数値であります。 

  

②正味収入保険料  

（注）諸数値はセグメント間の内部取引を相殺する前の数値であります。  

          

  
区分 
  

当第１四半期連結会計期間

(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

金額（百万円） 構成比(％) 対前年増減(△)率(％)

 火災  38,222  18.26 － 

 海上  5,498  2.63 － 

 傷害  24,227  11.57 － 

 自動車  87,817  41.96 － 

 自動車損害賠償責任  26,773  12.79 － 

 その他  26,781  12.79 － 

合計 

（うち収入積立保険料） 

 

 

209,320

(16,049)

 

   

100.00

(7.67)

－ 

（－） 

  
区分 

  

当第１四半期連結会計期間

(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

金額（百万円） 構成比(％) 対前年増減(△)率(％)

 火災  23,823  13.46 － 

 海上  4,736  2.68 － 

 傷害  15,359  8.68 － 

 自動車  86,129  48.66 － 

 自動車損害賠償責任  22,304  12.60 － 

 その他  24,637  13.92 － 

合計  176,991  100.00 － 
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③正味支払保険金 

（注）諸数値はセグメント間の内部取引を相殺する前の数値であります。 

  

(2）生命保険事業の状況 

① 保有契約高 

（注）１．個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の

責任準備金を合計したものであります。 

   ２．諸数値はセグメント間の内部取引を相殺する前の数値であります。 

  

② 新契約高 

（注）１．新契約・転換による純増加の個人年金保険の金額は年金支払開始時における年金原資であります。 

       ２．諸数値はセグメント間の内部取引を相殺する前の数値であります。 

  
区分 

  

当第１四半期連結会計期間

(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

金額（百万円） 構成比(％) 対前年増減(△)率(％)

 火災  9,442  9.53 － 

 海上  1,340  1.35 － 

 傷害  8,003  8.08 － 

 自動車  49,914  50.36 － 

 自動車損害賠償責任  18,361  18.53 － 

 その他  12,043  12.15 － 

合計  99,106  100.00 － 

区分 

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末
(平成20年３月31日) 

金額
（百万円） 

対前年度末比較増減
（△）率（％） 

金額 
（百万円） 

個人保険  3,681,299  1.28  3,634,793

個人年金保険  210,877  △0.72  212,407

団体保険  1,012,451  △0.19  1,014,416

団体年金保険  -  -  - 

区分 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

新契約＋転換による純増加
（百万円） 

新契約
（百万円） 

転換による純増加
（百万円） 

個人保険  143,811  143,811  - 

個人年金保険  1,626  1,626  - 

団体保険  8,350  8,350  - 

団体年金保険  -  -  - 
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２【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。  

  

３【財政状態及び経営成績の分析】 

当第１四半期連結会計期間の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、文中における将来

に関する事項は、本四半期報告書提出日（平成20年８月14日）現在において判断したものであります。 

  

（1）業績の概況 

当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、原油・原材料価格の高騰などの影響により、企業収益が減少する

とともに民間設備投資の伸びが鈍化し、個人消費も伸び悩むなど、景気は全体として減速傾向を強めてまいりま

した。 

このような中で、当第１四半期連結会計期間の業績は、以下のとおりとなりました。 

経常収益については、保険引受収益が2,173億円、資産運用収益が146億円、その他経常収益が10億円となった

結果、2,330億円となりました。 

一方、経常費用については、保険引受費用が1,852億円、資産運用費用が38億円、営業費及び一般管理費が344

億円、その他経常費用が1億円となった結果、2,236億円となりました。 

以上の結果、経常利益は93億円となり、これに特別損益を加減し、税効果会計による調整後の法人税等及び少

数株主利益を控除した四半期純利益は67億円となりました。 

損害保険事業におきましては、全種目計での正味収入保険料が1,769億円となり、正味支払保険金が991億円と

なりました。また、主要種目である自動車保険におきましては、正味収入保険料が861億円となり、正味支払保険

金が499億円となりました。 

一方、生命保険事業におきましては、生命保険料が164億円となり、生命保険金等が26億円となりました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは48億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは162億円の収入、財

務活動によるキャッシュ・フローは58億円の支出となった結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は147億円増

加し、1,556億円となりました。 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

（4）研究開発活動 

該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。  
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

  ①【株式の総数】 

  

  ②【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  1,500,000,000

計  1,500,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現在
発行数（株） 

（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容

普通株式           816,743,118    816,743,118

東京、大阪、名古屋

の各証券取引所 

（市場第一部） 

－ 

計    816,743,118  816,743,118 － － 
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（２）【新株予約権等の状況】 

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 平成16年６月29日定時株主総会決議 

（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は1,000株であります。 

   ２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただ

し、この調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

   ３．当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。 

  

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成20年６月30日） 

新株予約権の数（個） 
  262 

（注１） 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）     - 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
    262,000 

（注２、３） 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     1 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年３月16日 

至 平成36年６月29日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格        1 

資本組入額       1 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社の取締役（将来委員会設置会社

に移行した場合における執行役を含みます。）及び執行

役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して

１年が経過した日から、同じく７年を経過する日又は平

成36年６月29日のいずれか早い日までの間に限り、新株

予約権を行使できるものとします。 

② その他の条件については、当社と対象取締役及び執行

役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め

るところによるものとします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するも

のとします。  

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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 平成17年６月29日定時株主総会決議 

（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は1,000株であります。 

   ２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただ

し、この調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

   ３．当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。 

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成20年６月30日） 

新株予約権の数（個） 
    348 

（注１） 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）     - 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
    348,000 

（注２、３） 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     1 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年３月16日 

至 平成37年６月29日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格        1 

資本組入額      1 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社の取締役（将来委員会設置会社

に移行した場合における執行役を含みます。）及び執行

役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して

１年が経過した日から、同じく７年を経過する日又は平

成37年６月29日のいずれか早い日までの間に限り、新株

予約権を行使できるものとします。 

② その他の条件については、当社と対象取締役及び執行

役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め

るところによるものとします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するも

のとします。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 平成19年３月９日取締役会決議 

（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は1,000株であります。 

   ２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただ

し、この調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

   ３．当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。 

  
第１四半期会計期間末現在 

（平成20年６月30日） 

新株予約権の数（個） 
    191 

（注１） 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）     - 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
    191,000 

（注２、３） 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     1 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年３月28日 

至 平成39年３月27日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格     935 

資本組入額     468 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者が当社の取締役（将来委員会設置会社に

移行した場合における執行役を含みます。）及び執行役

員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して10

日以内（かつ、平成39年３月27日まで）に限り新株予約

権を行使できるものとします。 

② その他の条件については、当社と対象取締役及び執行

役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め

るところによるものとします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するも

のとします。 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  
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 平成20年２月22日取締役会決議 

（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は1,000株であります。 

   ２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただ

し、この調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

   ３．当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。 

  

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成20年６月30日） 

新株予約権の数（個） 
    216 

（注１） 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）     - 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
    216,000 

（注２、３） 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     1 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年３月18日 

至 平成40年３月17日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格       704 

資本組入額     352 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者が当社の取締役（将来委員会設置会社に

移行した場合における執行役を含みます。）及び執行役

員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して10

日以内（かつ、平成40年３月17日まで）に限り新株予約

権を行使できるものとします。 

② その他の条件については、当社と対象取締役及び執行

役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定め

るところによるものとします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するも

のとします。 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  
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（３）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。   

  

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成20年４月１日～ 

平成20年６月30日 
 -    816,743,118     -    91,249 -     46,702

（５）【大株主の状況】 

大量保有報告書等の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ 

     ん。       

  

（６）【議決権の状況】 

  当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

 載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

 す。 

  

  ①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が11,000株（議決権の数11個）含 

   まれております。  

  

  ②【自己株式等】 

 平成20年６月30日現在

 （注）１．上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決  

     権の数１個）あります。なお、当該株式は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含 

     めております。 

     ２．当第１四半期会計期間末日（平成20年６月30日）現在の「自己名義所有株式数」は 株であり、  

     「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は6.66％であります。                   

      平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 -  － － 

議決権制限株式（自己株式等） -  － － 

議決権制限株式（その他） -  － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

 普通株式   54,517,000
－ － 

完全議決権株式（その他）  普通株式   760,263,000       760,263 － 

単元未満株式  普通株式    1,963,118 － － 

発行済株式総数       816,743,118 － － 

総株主の議決権 －       760,263 － 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本興亜損害保険 

株式会社 

東京都千代田区霞が関 

三丁目７番３号  
 54,517,000     -  54,517,000 6.67 

計 －  54,517,000     -  54,517,000     6.67 

54,413,000
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２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

月別 
平成20年 
４月 

平成20年 
５月 

平成20年
６月 

高（円）    1,029    1,024       1,134

低（円）       750    868    916

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき「保険業法施行規則」（平成８年大蔵省令第５号）に準拠

して作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）の四半期連結財務諸表について、あらた監査法人の四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

現金及び預貯金 109,042 104,768

コールローン 34,867 46,000

買現先勘定 26,957 5,997

債券貸借取引支払保証金 29,885 －

買入金銭債権 17,743 23,983

金銭の信託 82,043 82,662

有価証券 2,599,349 2,536,140

貸付金 229,037 225,514

有形固定資産 ※1  129,082 ※1  130,377

無形固定資産 1,257 1,270

その他資産 160,088 167,567

繰延税金資産 1,950 1,203

貸倒引当金 △1,940 △2,295

資産の部合計 3,419,367 3,323,190

負債の部   

保険契約準備金 2,651,289 2,642,404

支払備金 296,883 292,584

責任準備金等 2,354,405 2,349,819

その他負債 116,239 71,482

退職給付引当金 21,536 36,411

賞与引当金 1,576 6,209

役員賞与引当金 － 8

特別法上の準備金 21,742 21,062

価格変動準備金 21,742 21,062

繰延税金負債 24,641 1,972

負ののれん 366 439

負債の部合計 2,837,393 2,779,992
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 91,249 91,249

資本剰余金 46,702 46,702

利益剰余金 166,896 165,741

自己株式 △51,495 △51,592

株主資本合計 253,352 252,099

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 331,470 289,992

繰延ヘッジ損益 △441 1,790

為替換算調整勘定 △3,085 △1,492

評価・換算差額等合計 327,943 290,291

新株予約権 330 408

少数株主持分 347 398

純資産の部合計 581,973 543,198

負債及び純資産の部合計 3,419,367 3,323,190
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(2)【四半期連結損益計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

経常収益 233,025

保険引受収益 217,310

（うち正味収入保険料） 176,991

（うち収入積立保険料） 16,049

（うち積立保険料等運用益） 6,755

（うち生命保険料） 16,426

資産運用収益 14,697

（うち利息及び配当金収入） 18,781

（うち金銭の信託運用益） 683

（うち有価証券売却益） 1,069

（うち積立保険料等運用益振替） △6,755

その他経常収益 1,017

経常費用 223,685

保険引受費用 185,243

（うち正味支払保険金） 99,106

（うち損害調査費） ※1  8,741

（うち諸手数料及び集金費） ※1  31,298

（うち満期返戻金） 33,355

（うち生命保険金等） 2,678

（うち支払備金繰入額） 4,594

（うち責任準備金等繰入額） 5,152

資産運用費用 3,801

（うち金銭の信託運用損） 11

（うち有価証券売却損） 990

（うち有価証券評価損） 640

営業費及び一般管理費 ※1  34,451

その他経常費用 189

（うち支払利息） 37

経常利益 9,340

特別利益 ※2  11

特別損失 766

特別法上の準備金繰入額 680

価格変動準備金繰入額 680

その他 86

税金等調整前四半期純利益 8,584

法人税及び住民税等 1,450

法人税等調整額 340

少数株主利益 9

四半期純利益 6,783
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 8,584

減価償却費 1,676

減損損失 52

のれん償却額 △73

支払備金の増減額（△は減少） 4,639

責任準備金等の増減額（△は減少） 4,756

貸倒引当金の増減額（△は減少） △352

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,047

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,632

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8

価格変動準備金の増減額（△は減少） 680

利息及び配当金収入 △18,781

有価証券関係損益（△は益） 438

支払利息 37

為替差損益（△は益） △667

有形固定資産関係損益（△は益） 22

貸付金関係損益（△は益） 37

金銭の信託関係損益（△は益） △454

その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）
の増減額（△は増加）

1,560

その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）
の増減額（△は減少） 13,076

その他 1,294

小計 △10,161

利息及び配当金の受取額 18,585

利息の支払額 △31

法人税等の支払額 △3,499

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,893

投資活動によるキャッシュ・フロー  

預貯金の純増減額（△は増加） 5,655

買入金銭債権の取得による支出 △990

買入金銭債権の売却・償還による収入 2,204

金銭の信託の増加による支出 △3,380

金銭の信託の減少による収入 3,729

有価証券の取得による支出 △231,633

有価証券の売却・償還による収入 243,816

貸付けによる支出 △18,129

貸付金の回収による収入 14,568

債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 863

資産運用活動計 16,704

営業活動及び資産運用活動計 21,597
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

有形固定資産の取得による支出 △538

有形固定資産の売却による収入 76

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,239

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △18

自己株式の売却による収入 78

配当金の支払額 △5,716

少数株主への配当金の支払額 △12

その他 △159

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,828

現金及び現金同等物に係る換算差額 △522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,782

現金及び現金同等物の期首残高 140,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  155,607
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

  
当第１四半期連結会計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

会計処理基準に関する事項の

変更 

（「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用）

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行

っております。 

なお、この変更による経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であり

ます。 

【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は137,291百万円、

圧縮記帳額は19,074百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は136,015百万円、

圧縮記帳額は19,074百万円であります。  

（四半期連結損益計算書関係） 

  

当第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

※１．事業費の主な内訳は次のとおりであります。 

代理店手数料等   百万円 

給与        百万円 

なお、事業費は四半期連結損益計算書における損害調査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費

の合計であります。  

31,975

17,504

※２．特別利益は固定資産処分益であります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

当第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） 

  

現金及び預貯金 109,042 百万円

コールローン 34,867 百万円

買現先勘定 26,957 百万円

買入金銭債権 17,743 百万円

有価証券 2,599,349 百万円

預入期間が３か月を超える預貯金 △18,259 百万円

現金同等物以外の買入金銭債権 △16,743 百万円

現金同等物以外の有価証券 △2,597,349 百万円

現金及び現金同等物 155,607 百万円

 ２．投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る資産運用業務から生じるキャッシュ・フローを含んで

おります。 
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（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平

成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式  816,743千株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式  54,413千株  

  

３．新株予約権の四半期連結会計期間末残高 

  ストック・オプションとしての新株予約権  330百万円（提出会社（親会社）330百万円） 

  

４．配当に関する事項 

配当金支払額 

  

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 5,716百万円 7.50円 平成20年３月31日 平成20年６月27日 利益剰余金 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１．事業区分は、当社及び連結子会社における業務の実態を勘案して区分しております。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

（1）損害保険事業・・・損害保険引受業務及び資産運用業務 

（2）生命保険事業・・・生命保険引受業務及び資産運用業務 

３．当第１四半期連結累計期間における外部顧客に対する経常収益の消去欄の金額のうち主なものは、「損害保

険事業」に係る経常収益のうちの責任準備金等戻入額を連結損益計算書上は経常費用のうちの責任準備金等繰

入額に含めて表示したことによる振替額であります。 

   

  
損害保険事業
（百万円） 

生命保険事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去 
（百万円） 

連結
（百万円） 

経常収益           

(1）外部顧客に対する経常収益  220,526  18,682  239,209  (6,183)  233,025

(2）セグメント間の内部経常収益  224  5  230  (230)  － 

計  220,751  18,688  239,439  (6,414)  233,025

経常利益  9,307  32  9,340 -   9,340

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

全セグメントの経常収益の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 海外売上高（経常収益）が連結売上高（経常収益）の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

2008/08/13 18:27:3708475714_第１四半期報告書_20080813182658



（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．責任準備金対応債券で時価のあるもの 

  

３．その他有価証券で時価のあるもの 

  
（注） 

  

  

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

四半期連結貸借対照表計上額
（百万円） 

時価
（百万円） 

差額 
（百万円） 

公社債  185,665  180,409  △5,255

外国証券   -  -  - 

合計  185,665  180,409  △5,255

  

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

四半期連結貸借対照表計上額
（百万円） 

時価
（百万円） 

差額 
（百万円） 

公社債  2,525  2,506  △19

外国証券  - - - 

合計   2,525  2,506  △19

  

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

取得原価
（百万円） 

四半期連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額 
（百万円） 

公社債  1,083,224  1,084,888  1,664

株式  368,322  878,376  510,054

外国証券  341,872  348,631  6,759

その他  27,956  25,826  △2,130

合計  1,821,374  2,337,722  516,347

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるものについて524百万円減損処理を行っております。なお、時価のある有価証券の減

損にあたっては、時価の簿価に対する下落率が30％以上の銘柄はすべて減損を行っております。 

２．四半期連結貸借対照表において買入金銭債権として処理されている貸付債権信託受益権等を「その他」に含めてお

ります。 
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（金銭の信託関係） 

１．満期保有目的の金銭の信託 

該当事項はありません。 

  

２．運用目的、満期保有目的以外の金銭の信託 

   
（注） 

  

  

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

取得原価
（百万円） 

四半期連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額 
（百万円） 

金銭の信託  37,000  36,363  △636

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

 上記記載以外に取得原価をもって四半期連結貸借対照表に計上している合同運用の金銭の信託が 百万円ありま

す。 

1,775

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は開示の対象から除いております。 

２．「契約額等」の欄の（ ）書きはオプション料の金額であります。 

  

対象物の種類 取引の種類 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

契約額等
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

通貨 為替予約取引       

  売建  24,901  25,290  △389

  買建  4,102  4,043  △58

    小計 － －  △448

金利 スワップ取引  20,000  △3  △3

その他 天侯デリバティブ取引       

  売建  7     

       (1)    1  - 

  クレジットデリバティブ取引       

  売建  16,000  △15  △15

     小計 － －  △15

合計 － －  △467
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

  
 （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

２．１株当たり四半期純利益等 

  
 （注）１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 762.52円 １株当たり純資産額 711.58円 

  
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年６月30日） 
前連結会計年度末

（平成20年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  581,973  543,198

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  677  807

（うち新株予約権（百万円））  (330)  (408)

（うち少数株主持分（百万円））  (347)  (398)

普通株式に係る四半期連結会計期間末（連結会計年度

末）の純資産額（百万円） 
 581,295  542,391

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期連結会

計期間末（連結会計年度末）の普通株式の数（千株）
 762,329  762,225

当第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益 8.89円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 8.88円

  
当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

(1)１株当たり四半期純利益   

四半期純利益（百万円）  6,783

普通株主に帰属しない金額（百万円） - 

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  6,783

普通株式の期中平均株式数（千株）  762,251

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益   

四半期純利益調整額（百万円） - 

普通株式増加数（千株）  1,105

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前

連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 

  

該当ありません。 

2008/08/13 18:27:3708475714_第１四半期報告書_20080813182658



（重要な後発事象） 

  

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

―――――― ―――――― 

２【その他】 

該当事項はありません。  
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成20年８月12日

日本興亜損害保険株式会社 

取締役会 御中 

あらた監査法人 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 佐々木 貴司 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 荒川   進 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本興亜損害保

険株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日

から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本興亜損害保険株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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