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平成22年 3月期の連結業績（平成 21年 4月 1日 ～ 平成 22年 3月 31日）

(1)連結経営成績

営業収益 税引前当期純利益 当社株主に帰属する当期純利益

百万円       ％ 百万円       ％ 百万円       ％

22年  3月期 1,717,479 △ 0.0 67,416  －  －

21年  3月期 1,717,643 △ 7.8 △ 81,976 △ 153.3 △ 167.0 

  
円    銭 円    銭 ％  ％  ％

22年  3月期 　119   30 － 2.7 0.8 3.9

21年  3月期 △166   82 － △ 3.4 △ 0.9 △ 4.8

(参考)①持分法投資損益　　　　　22年  3月期　　△8,205 百万円    　21年  3月期　    8,658 百万円

　    ②期中平均株式数　　　　　22年  3月期　　418,961 千株　　　　21年  3月期　　421,052 千株

(注)非支配持分に関する新規会計基準が適用されたことに伴い、前期まで｢税金等調整前当期純利益｣及び｢当期純利益｣と

　　記載しておりました名称は、それぞれ｢税引前当期純利益｣及び｢当社株主に帰属する当期純利益｣と記載しております。

(2)連結財政状態

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円  百万円   ％         円 　 銭      

22年  3月期 8,444,736 1,992,480 23.6 4,801   69

21年  3月期 8,234,855 1,676,684 20.4 3,998   77

(参考)期末発行済株式数　　 　 　22年  3月期     414,954 千株　　　　21年  3月期     419,300 千株

(注)｢株主資本｣の金額は、連結貸借対照表における｢当社株主資本合計｣の金額であります。

(3)連結キャッシュ･フローの状況

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物

キャッシュ･フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 　末 　残　 高
百万円    百万円    百万円  百万円    

22年  3月期  94,672 58,031 △ 234,762 381,939

21年  3月期 157,480 84,693 △ 109,075 455,444

　

平成 22年 3月期　決算短信　＜米国会計基準＞

総 資 産
税 引 前
当期純利益率

営 業 収 益
税 引 前
当期純利益率

上場会社名

１ 株 当 た り
当 社 株 主 に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

49,983

△ 70,240

潜在株式調整後
１株当たり当社
株主に帰属する
当 期 純 利 益

株 主 資 本
当 社 株 主 に
帰 属 す る
当期純利益率

　(％表示は対前期増減率)

（注：数値は単位未満を四捨五入して表示しております）
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連結貸借対照表

(単位：百万円)

平成21年3月期 平成22年3月期 比較増減
資産
投資－関係会社に対する投資を除く：
売却可能有価証券：
債券 \ 2,994,870 \ 3,012,303 \ 17,433
株式 1,703,433 1,997,746 294,313

満期保有目的有価証券：
債券 475,576 506,307 30,731

不動産抵当貸付 9,224 7,260 (1,964)
投資用不動産 40,992 36,698 (4,294)
契約者貸付 43,254 44,339 1,085
その他長期投資 711,653 691,625 (20,028)
短期投資 106,852 69,139 (37,713)
投資計 6,085,854 6,365,417 279,563

現金及び現金同等物 455,444 381,939 (73,505)
関係会社に対する投資及び債権：
投資 66,523 75,927 9,404
債権 2,857 3,128 271
関係会社に対する投資及び債権計 69,380 79,055 9,675

未収収益 20,228 16,857 (3,371)
未収保険料及び代理店貸 144,005 152,030 8,025
出再保険に係る未経過保険料 203,477 195,626 (7,851)
再保険預け金 78,756 83,690 4,934
未収出再保険金 58,149 63,410 5,261
出再保険に係る支払備金 304,228 293,347 (10,881)
不動産及び動産 232,047 224,880 (7,167)
繰延契約獲得費用 325,539 345,731 20,192
のれん 63,254 66,250 2,996
その他資産 194,494 176,504 (17,990)
資産合計 \ 8,234,855 \ 8,444,736 \ 209,881

負債及び資本
負債:
支払備金:
未払保険金 \ 1,196,144 \ 1,166,016 \ (30,128)
未払損害調査費 60,378 61,061 683
支払備金計 1,256,522 1,227,077 (29,445)

未経過保険料 1,385,290 1,381,524 (3,766)
生命保険責任準備金 970,217 1,022,413 52,196
投資契約預り金 2,043,991 1,956,376 (87,615)
関係会社に対する債務 1,616 4,686 3,070
未払税金 9,401 10,331 930
繰延税金 238,083 397,585 159,502
退職・年金給付引当金 126,538 120,334 (6,204)
再保険借 74,000 75,697 1,697
短期借入債務 70,000            - (70,000)
長期借入債務 94,961 94,969 8
その他負債 274,720 152,866 (121,854)
負債合計 6,545,339 6,443,858 (101,481)

資本:
資本金 100,000 100,000 - 
資本剰余金 123,969 123,970 1
利益剰余金 1,377,400 1,406,964 29,564
その他の包括利益累積額 79,960 376,234 296,274
自己株式 (4,645) (14,688) (10,043)
当社株主資本合計 1,676,684 1,992,480 315,796

非支配持分 12,832 8,398 (4,434)
資本合計 1,689,516 2,000,878 311,362
負債及び資本合計 \ 8,234,855 \ 8,444,736 \ 209,881

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社（8725）　平成22年3月期決算短信
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連結損益計算書

(単位：百万円)

平成21年3月期 平成22年3月期 比較増減
営業収益:
正味保険料 \ 1,448,273 \ 1,395,238 \ (53,035)
差引　未経過保険料積増 (60,130) (1,399) 58,731
既経過保険料 1,508,403 1,396,637 (111,766)

生命保険料 190,113 188,373 (1,740)
正味投資収益 154,012 127,733 (26,279)
実現投資損益：
減損損失総額 　　―― (15,666) 　　――
その他の包括損失として認識する損失 　　―― 746 　　――
正味減損損失 　　―― (14,920) 　　――
その他の実現投資収益 　　―― 19,656 　　――

　　　実現投資損益計 (134,885) 4,736 139,621
営業収益計 1,717,643 1,717,479 (164)

営業費用：
保険金及び損害調査費：
正味発生保険金 960,041 855,914 (104,127)
損害調査費 90,235 81,971 (8,264)

生命保険金 154,056 150,346 (3,710)
契約獲得費用 398,660 345,204 (53,456)
投資契約利息費用 44,573 47,304 2,731
その他の費用 152,054 169,324 17,270
営業費用計 1,799,619 1,650,063 (149,556)
税引前当期純利益(損失) (81,976) 67,416 149,392

税金費用：
当年度分 29,874 18,485 (11,389)
繰延税額 (41,910) (1,398) 40,512
税金費用計 (12,036) 17,087 29,123

当期純利益(損失) (69,940) 50,329 120,269
差引　非支配持分に帰属する当期純利益 300 346 46
当社株主に帰属する当期純利益(損失) \ (70,240) \ 49,983 \ 120,223

(単位：円)

1株当たり利益(損失)：
当社株主に帰属する当期純利益(損失)：
基本 \ (166.82) \ 119.30

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

平成21年3月期 平成22年3月期 比較増減
当期純利益(損失) \ (69,940) \ 50,329 \ 120,269
税引後その他の包括利益(損失):
為替換算調整勘定 (66,853) 11,132 77,985
その他の包括損失として認識する減損損失              - (484) (484)
未実現有価証券評価損益 (563,812) 285,886 849,698
年金負債調整額 (6,919) 2,095 9,014
その他の包括利益(損失) (637,584) 298,629 936,213

包括利益(損失) (707,525) 348,958 1,056,483
非支配持分に帰属する包括利益(損失) (3,578) 477 4,055

当社株主に帰属する包括利益(損失) \ (703,947) \ 348,481 \ 1,052,428

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社（8725）　平成22年3月期決算短信
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連結資本変動計算書

(単位：百万円)

平成21年3月期 平成22年3月期 比較増減
資本金：
期首及び期末残高 \ 100,000 \ 100,000 \ - 

資本剰余金：
期首残高 123,981 123,969 (12)
自己株式処分差益 1 - (1)
自己株式の消却 (13) 1 14
期末残高 123,969 123,970 1

利益剰余金：
期首残高 1,471,651 1,377,400 (94,251)
新会計基準適用による累積
影響額 - 2,224 2,224

当社株主に帰属する当期純
利益(損失)

(70,240) 49,983 120,223

配当金 (24,011) (22,643) 1,368
期末残高 1,377,400 1,406,964 29,564

その他の包括利益累積額：
期首残高 713,667 79,960 (633,707)
新会計基準適用による累積
影響額 - (2,224) (2,224)

当社株主に帰属するその他
の包括利益(損失)

(633,707) 298,498 932,205

期末残高 79,960 376,234 296,274
自己株式：
期首残高 - (4,645) (4,645)
自己株式の取得 (4,725) (10,048) (5,323)
自己株式の処分 80 5 (75)
期末残高 (4,645) (14,688) (10,043)

非支配持分：
期首残高 18,585 12,832 (5,753)
非支配持分との取引 (1,009) (4,000) (2,991)
当期純利益 300 346 46
非支配持分に帰属するその
他の包括利益(損失)：
　為替換算調整勘定 (4,914) 1,614 6,528
　未実現有価証券評価損益 1,107 (1,483) (2,590)
配当金 (1,235) (911) 324
その他 (2) 0 2
期末残高 12,832 8,398 (4,434)

資本合計 \ 1,689,516 \ 2,000,878 \ 311,362

(単位：円)

1株当たり配当金 \ 57.00 \ 54.00

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社（8725）　平成22年3月期決算短信
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連結キャッシュ･フロー計算書
(単位：百万円)

平成21年3月期 平成22年3月期 比較増減
営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ：
当期純利益(損失) \ (69,940) \ 50,329 \ 120,269
当期純利益(損失)から営業活動
  によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰへの調整：
貸倒引当金繰入額 1,798 3,257 1,459
長期性資産の減損損失 817 6,198 5,381
投資売却損益 117,897 9,492 (108,405)
債券償却額 116 3,615 3,499
減価償却費 27,413 29,001 1,588
退職・年金費用 (155) (2,952) (2,797)
繰延税金費用 (41,910) (1,398) 40,512
資産の減少(増加):
未収保険料及び代理店貸 (26,300) (11,124) 15,176
繰延契約獲得費用 27,261 (19,394) (46,655)
未収収益 3,188 3,354 166
デリバティブ資産 (9,348) 12,250 21,598
その他資産 705 (8,580) (9,285)

負債の増加(減少):
支払備金 93,444 (30,498) (123,942)
未経過保険料 (55,961) (1,216) 54,745
生命保険責任準備金 41,845 44,736 2,891
税金負債 (17,521) 16,027 33,548
デリバティブ負債 (10,337) (26,861) (16,524)
その他負債 17,476 (37,067) (54,543)

投資契約利息費用 44,573 47,304 2,731
その他 12,419 8,199 (4,220)
営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 157,480 94,672 (62,808)

投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ：
売却・償還額：
売却可能有価証券の売却:
債券 475,425 247,594 (227,831)
株式 181,957 179,709 (2,248)

売却可能債券の償還 295,677 353,216 57,539
満期保有目的債券の償還 4,044 2,068 (1,976)
投資用不動産 32 745 713
不動産及び動産 2,744 5,295 2,551

回収額：
不動産抵当貸付 1,785 2,950 1,165
契約者貸付 45,194 33,648 (11,546)
その他長期投資 193,644 178,084 (15,560)

購入額：
売却可能有価証券:
債券 (572,987) (559,572) 13,415
株式 (274,390) (95,931) 178,459

満期保有目的有価証券:
債券 (38,518) (37,413) 1,105

投資額：
不動産抵当貸付 (1,185) (970) 215
投資用不動産 (1,448) (1,368) 80
契約者貸付 (33,899) (49,746) (15,847)
その他長期投資 (172,408) (145,810) 26,598
不動産及び動産 (16,125) (16,686) (561)

債券貸借取引受入担保金の純増減 24,466 (60,509) (84,975)
短期投資の純増減 (11,382) 31,628 43,010
関係会社に対する投資及び債権の純増減 (4,250) 1,700 5,950
営業権の取得 - (1,317) (1,317)
その他 (13,683) (9,284) 4,399
投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 84,693 58,031 (26,662)

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ:
預り金の保険契約者からの受け入れ 256,301 232,849 (23,452)
預り金の保険契約者への払い戻し (361,941) (363,290) (1,349)
ｺﾏｰｼｬﾙ･ﾍﾟｰﾊﾟｰの純増減 (37,670) - 37,670
長期借入債務による収入 64,968 - (64,968)
短期借入債務の返済 - (70,000) (70,000)
自己株取得による支出 (4,725) (10,048) (5,323)
配当金の支払 (25,223) (23,521) 1,702
その他 (785) (752) 33
財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ (109,075) (234,762) (125,687)

為替変動の現金及び現金同等物に対する影響額 (45,944) 8,554 54,498
現金及び現金同等物の増減額 87,154 (73,505) (160,659)
現金及び現金同等物の期首残高 368,290 455,444 87,154
現金及び現金同等物の期末残高 \ 455,444 \ 381,939 \ (73,505)

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社（8725）　平成22年3月期決算短信
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連結財務諸表の注記（要約）

１．財務諸表作成の基礎
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社（旧会社名　三井住友海上グループホール
ディングス株式会社）及び連結子会社の連結財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められている会計原則
に準拠して作成しております。

２．有価証券等
有価証券等の内訳は以下のとおりであります。

（１）満期保有目的債券
(単位：百万円)

平成21年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 公正価額

国債、政府機関債：
米国以外 \ 363,613 \ 13,385 \ (902) \ 376,096

州債、地方債：
米国以外 1,112 - - 1,112

その他社債 110,851 3,792 (7) 114,636
満期保有目的債券合計 \ 475,576 \ 17,177 \ (909) \ 491,844

(単位：百万円)

平成22年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 公正価額

国債、政府機関債：
米国以外 \ 388,433 \ 8,796 \ (1,133) \ 396,096

その他社債 117,874 4,980 (20) 122,834
満期保有目的債券合計 \ 506,307 \ 13,776 \ (1,153) \ 518,930

（２）売却可能有価証券
(単位：百万円)

平成21年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 貸借対照表計上額

債券：
国債、政府機関債：
米国 \ 96,199 \ 9,831 \ (1,028) \ 105,002
米国以外 723,315 24,027 (4,492) 742,850

州債、地方債：
米国 100 - (13) 87
米国以外 591,108 10,541 (14,209) 587,440

その他社債 1,580,381 15,764 (36,654) 1,559,491
売却可能債券合計 2,991,103 60,163 (56,396) 2,994,870

株式 1,113,120 613,690 (23,377) 1,703,433
売却可能有価証券合計 \ 4,104,223 \ 673,853 \ (79,773) \ 4,698,303

(単位：百万円)

平成22年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 貸借対照表計上額

債券：
国債、政府機関債：
米国 \ 89,349 \ 7,661 \ (3,483) \ 93,527
米国以外 871,458 20,489 (3,856) 888,091

州債、地方債：
米国 101 - (7) 94
米国以外 516,015 11,934 (4,886) 523,063

その他社債 1,480,830 38,101 (11,403) 1,507,528
売却可能債券合計 2,957,753 78,185 (23,635) 3,012,303

株式 1,026,790 979,633 (8,677) 1,997,746
売却可能有価証券合計 \ 3,984,543 \ 1,057,818 \ (32,312) \ 5,010,049

（３）売買目的有価証券
(単位：百万円)

平成21年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 公正価額

短期投資に含まれる金銭の信託 \ 15,227 \ 188 \ (1,688) \ 13,727

(単位：百万円)

平成22年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 公正価額

短期投資に含まれる金銭の信託 \ 9,187 \ 75 \ (169) \ 9,093

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社（8725）　平成22年3月期決算短信
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連結財務諸表の注記（要約）

３．年金及び退職給付
退職・年金費用の内訳は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

平成21年3月期 平成22年3月期
退職・年金費用：
勤務費用 \ 11,607 \ 11,466
利息費用 5,465 6,104
期待運用収益 (4,667) (4,153)
過去勤務債務の償却 (2,509) (2,172)
数理計算上の差異の償却 1,109 2,016
退職・年金費用合計 \ 11,005 \ 13,261

退職給付債務および年金資産の増減、年金制度の財政状況は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

平成21年3月期 平成22年3月期
退職給付債務の増減：
期首残高 \ 271,865 \ 265,213
勤務費用 11,607 11,466
利息費用 5,465 6,104
従業員拠出額 33 37
数理計算上の差異 (10,681) 3,709
退職給付支払額 (13,076) (12,541)
期末残高 \ 265,213 \ 273,988

年金資産の増減：
期首の公正価額 \ 155,578 \ 138,675
運用損益 (15,851) 11,381
会社拠出額 4,359 9,176
従業員拠出額 33 37
退職給付支払額 (5,444) (5,615)
期末の公正価額 \ 138,675 \ 153,654

年金制度の財政状況 \ (126,538) \ (120,334)
貸借対照表計上額の純額 \ (126,538) \ (120,334)

主要な退職給付債務計算上の基礎率は以下のとおりであります。

平成21年3月期 平成22年3月期
割引率 2.30% 2.20%
昇給率 4.10～4.60% 4.10～4.60%

主要な退職・年金費用計算上の基礎率は以下のとおりであります。

平成21年3月期 平成22年3月期
割引率 2.00% 2.30%
期待運用収益率 3.00% 3.00%
昇給率 4.10～4.60% 4.10～4.60%
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連結財務諸表の注記（要約）

４．法人税等

法定実効税率と法人税等負担率の差は以下のとおりであります。

平成21年3月期 平成22年3月期

法定実効税率 (36.0)% 36.0 %
受取配当金益金不算入 (10.0) (7.4) 
連結子会社との税率差異 (1.5) (6.3) 
連結子会社からの受取配当金消去額 2.4 4.3 
損金不算入経費 1.5 1.4 

19.0 - 

7.3 (0.4) 
その他 2.6 (2.2) 
法人税等負担率 (14.7)% 25.4 %

繰延税金の内訳は以下のとおりであります。
(単位：百万円)

平成21年3月期 平成22年3月期
繰延税金：
その他の繰延税金：
繰延税金資産：
支払備金 \ 74,431 \ 74,109
損害調査費 16,465 16,650
退職・年金給付引当金 45,362 43,034
ソフトウェア開発費 12,838 14,228
有価証券 60,636 57,440
投資売却損益 47,219 40,284
その他 22,508 23,673
繰延税金資産総額 279,459 269,418
評価性引当金 (12,666) (11,956)
繰延税金資産純額 266,793 257,462

繰延税金負債：
未経過保険料 140,757 133,990
繰延契約獲得費用 112,101 118,407
不動産及び動産 6,166 6,147
投資売却損益 11,107 9,594
未実現評価益に対する繰延税金 209,007 368,224
その他 18,244 12,337
繰延税金負債合計 497,382 648,699
繰延税金純額 230,589 391,237
その他資産に含まれる繰延税金 7,494 6,348
貸借対照表計上額の繰延税金 \ 238,083 \ 397,585

５．金融商品の公正価値
金融商品の見積公正価額は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

平成21年3月期 平成22年3月期
貸借対照表計上額 見積公正価額 貸借対照表計上額 見積公正価額

資産：
債券 \ 3,470,446 \ 3,486,714 \ 3,518,610 \ 3,531,233
株式 1,703,433 1,703,433 1,997,746 1,997,746
不動産抵当貸付 9,224 9,052 7,260 7,305
契約者貸付 43,254 43,254 44,339 44,339
その他長期投資 711,653 698,739 691,625 695,775
短期投資 106,852 106,852 69,139 69,139
現金及び現金同等物 455,444 455,444 381,939 381,939
関係会社に対する債権 2,857 2,747 3,128 3,088
未収収益 20,228 20,228 16,857 16,857
未収保険料及び代理店貸 144,005 144,005 152,030 152,030
天候デリバティブ 236 236 564 564
デリバティブ資産：
為替 1,957 1,957 882 882
金利 19,670 19,670 11,238 11,238
債券及び株式 39 39 - - 
クレジットデリバティブ - - 144 144
商品 4,184 4,184 1,326 1,326

負債：
投資契約預り金 (2,043,991) (2,282,047) (1,956,376) (2,181,453)
関係会社に対する債務 (1,616) (1,616) (4,686) (4,686)
短期借入債務 (70,000) (70,000) - - 
長期借入債務 (94,961) (94,643) (94,969) (98,159)
天候デリバティブ (195) (195) (126) (126)
デリバティブ負債：
為替 (4,330) (4,330) (2,600) (2,600)
金利 (4,889) (4,889) (7,197) (7,197)
債券及び株式 (63) (63) - - 
クレジットデリバティブ (32,060) (32,060) (7,542) (7,542)
商品 (4,184) (4,184) (1,326) (1,326)

連結子会社が実施した現物配当に関する
税金費用
評価性引当額の増減額
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