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平成21年 3月期の連結業績（平成 20年 4月 1日 ～ 平成 21年 3月 31日）

(1)連結経営成績

営業収益 税金等調整前当期純利益 当期純利益
百万円       ％ 百万円       ％ 百万円       ％

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

20年  3月期 1,863,311 △ 0.2 153,759 △ 8.2 △ 8.0 

総 資 産
税金等調整前

  (※) 当期純利益率
円    銭 円    銭 ％  ％  ％

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

20年  3月期   247   59 － 　 4.0 　 1.6 8.3

(注)①持分法投資損益　　　　　21年  3月期     8,658 百万円    　　20年  3月期    12,312 百万円

    ②期中平均株式数(※)　　　21年  3月期     421,052 千株　　　　20年  3月期　　 423,259 千株

(※)「(4)その他」をご参照下さい。

(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      

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

20年  3月期 9,326,325 2,409,299 25.8 5,718   44

(注)期末発行済株式数(※) 　 　21年  3月期     419,300 千株　　　　20年  3月期     421,321 千株

(※)「(4)その他」をご参照下さい。

(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    

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

20年  3月期 308,007 △ 197,879 △ 106,473 368,290

(4)その他

　三井住友海上火災保険株式会社は、平成20年4月1日に、株式移転により三井住友海上グループホールディングス株式会社

　を設立しました。株式移転の結果、三井住友海上火災保険株式会社の株主には、その保有する普通株式1,000株に対して

　三井住友海上グループホールディングスの普通株式300株が割り当てられました。

　平成21年 3月期との比較の便を考慮し、平成20年 3月期は原則として三井住友海上火災保険株式会社の数値を記載して

　おります。以下の諸表も同様であります。また、平成20年3月期の株式数およびそれに基づく１株当たりの情報(※)は

　株式移転後の数値をもとに記載しております。　

　

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

△ 70,240

104,796

潜在株式調整後
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

株 主 資 本
当期純利益率

営 業 収 益
税金等調整前
当期純利益率

(注)％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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三井住友海上グループホールディングス株式会社(8725) 平成21年3月期決算短信

連結貸借対照表

(単位：百万円)

平成20年3月期 平成21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 \ 3,334,185 \ 2,994,870 \ (339,315)
株式 2,547,773 1,703,433 (844,340)

満期保有目的有価証券：
債券 449,474 475,576 26,102

不動産抵当貸付 9,859 9,224 (635)
投資用不動産 43,151 40,992 (2,159)
契約者貸付 39,536 43,254 3,718
その他長期投資 749,385 711,653 (37,732)
短期投資 120,086 106,852 (13,234)

投資計 7,293,449 6,085,854 (1,207,595)
現金及び現金同等物 368,290 455,444 87,154
関係会社に対する投資及び債権：

投資 56,351 66,523 10,172
債権 2,961 2,857 (104)

関係会社に対する投資及び債権計 59,312 69,380 10,068
未収収益 24,798 20,228 (4,570)
未収保険料及び代理店貸 140,562 144,005 3,443
出再保険に係る未経過保険料 215,233 203,477 (11,756)
再保険預け金 76,884 78,756 1,872
未収出再保険金 58,264 58,149 (115)
出再保険に係る支払備金 253,092 304,228 51,136
不動産及び動産 245,522 232,047 (13,475)
繰延契約獲得費用 360,152 325,539 (34,613)
のれん 69,248 63,254 (5,994)
その他資産 161,519 194,494 32,975

資産合計 \ 9,326,325 \ 8,234,855 \ (1,091,470)

負債及び資本
負債:
支払備金:

未払保険金 \ 1,144,000 \ 1,196,144 \ 52,144
未払損害調査費 53,820 60,378 6,558

支払備金計 1,197,820 1,256,522 58,702
未経過保険料 1,489,956 1,385,290 (104,666)
生命保険責任準備金 911,165 970,217 59,052
投資契約預り金 2,119,153 2,043,991 (75,162)
関係会社に対する債務 2,232 1,616 (616)
未払税金 4,283 9,401 5,118
繰延税金 605,153 238,083 (367,070)
退職・年金給付引当金 116,287 126,538 10,251
再保険借 77,423 74,000 (3,423)
短期借入債務 37,604 70,000 32,396
長期借入債務 99,992 94,961 (5,031)
その他負債 237,372 274,720 37,348

負債合計 6,898,440 6,545,339 (353,101)
少数株主持分 18,586 12,832 (5,754)

資本:
資本金 100,000 100,000 - 
資本剰余金 123,981 123,969 (12)
利益剰余金 1,471,651 1,377,400 (94,251)
その他の包括利益累積額 713,667 79,960 (633,707)
自己株式 - (4,645) (4,645)

資本合計 2,409,299 1,676,684 (732,615)
負債及び資本合計 \ 9,326,325 \ 8,234,855 \ (1,091,470)
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三井住友海上グループホールディングス株式会社(8725) 平成21年3月期決算短信

連結損益計算書

(単位：百万円)

平成20年3月期 平成21年3月期 比較増減
営業収益:

正味保険料 \ 1,537,616 \ 1,448,273 \ (89,343)
差引　未経過保険料積増 34,931 (60,130) (95,061)

既経過保険料 1,502,685 1,508,403 5,718
生命保険料 192,731 190,113 (2,618)
正味投資収益 185,265 154,012 (31,253)
実現投資損益 (17,370) (134,885) (117,515)

営業収益計 1,863,311 1,717,643 (145,668)
営業費用：

保険金及び損害調査費：
正味発生保険金 906,257 960,041 53,784
損害調査費 82,370 90,235 7,865

生命保険金 156,683 154,056 (2,627)
契約獲得費用 372,025 398,660 26,635
投資契約利息費用 48,498 44,573 (3,925)
その他の費用 143,719 152,054 8,335

営業費用計 1,709,552 1,799,619 90,067
税金等調整前当期純利益(損失) 153,759 (81,976) (235,735)

税金費用：
当年度分 25,368 29,874 4,506
繰延税額 22,769 (41,910) (64,679)

税金費用計 48,137 (12,036) (60,173)
少数株主利益 826 300 (526)

当期純利益(損失) \ 104,796 \ (70,240) \ (175,036)

(単位：円)

1株当たり利益(損失)：
当期純利益(損失)：

基本 \ 247.59 \ (166.82)

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

平成20年3月期 平成21年3月期 比較増減
当期純利益(損失) \ 104,796 \ (70,240) \ (175,036)
税引後その他の包括損失:

為替換算調整勘定 (4,015) (61,870) (57,855)
未実現有価証券評価益 (526,138) (564,918) (38,780)
金融派生商品費用 (24) - 24
年金負債調整額 (11,922) (6,919) 5,003

その他の包括損失 (542,099) (633,707) (91,608)
包括損失 \ (437,303) \ (703,947) \ (266,644)
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三井住友海上グループホールディングス株式会社(8725) 平成21年3月期決算短信

連結株主資本計算書

(単位：百万円)

平成20年3月期 平成21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 124,014 123,981 (33)
自己株式処分差益 18 1 (17)
自己株式の消却 (51) (13) 38
期末残高 123,981 123,969 (12)

未処分剰余金：
期首残高 1,485,823 1,471,651 (14,172)
当期純利益(損失) 104,796 (70,240) (175,036)
配当金 (21,166) (24,011) (2,845)
自己株式の消却 (98,657) - 98,657
その他 855 - (855)
期末残高 1,471,651 1,377,400 (94,251)

その他の包括利益累積額：
期首残高 1,255,766 713,667 (542,099)
その他の包括損失 (542,099) (633,707) (91,608)
期末残高 713,667 79,960 (633,707)

自己株式：
期首残高 (91,143) - 91,143
自己株式の取得 (7,629) (4,725) 2,904
自己株式の処分 64 80 16
自己株式の消却 98,708 - (98,708)
期末残高 - (4,645) (4,645)

資本合計 \ 2,409,299 \ 1,676,684 \ (732,615)

(単位：円)

1株当たり配当金 \ 50.00 \ 57.00
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三井住友海上グループホールディングス株式会社(8725) 平成21年3月期決算短信

連結キャッシュ･フロー計算書
(単位：百万円)

平成20年3月期 平成21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) \ 104,796 \ (70,240) \ (175,036)
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：

貸倒引当金戻入額 (1,967) 1,798 3,765
長期性資産の減損損失 4,244 817 (3,427)
投資売却損益 (24,616) 117,897 142,513
債券償却額 2,456 116 (2,340)
減価償却費 19,879 27,413 7,534
退職・年金費用 2,332 (155) (2,487)
繰延税金費用 22,769 (41,910) (64,679)
資産の減少(増加):

未収保険料及び代理店貸 (32,631) (26,300) 6,331
繰延契約獲得費用 2,457 27,261 24,804
未収収益 (940) 3,188 4,128
デリバティブ資産 (10,028) (9,348) 680
その他資産 2,793 705 (2,088)

負債の増加(減少):
支払備金 37,243 93,444 56,201
未経過保険料 35,276 (55,961) (91,237)
生命保険責任準備金 63,921 41,845 (22,076)
税金負債 (13,782) (17,521) (3,739)
デリバティブ負債 43,318 (10,337) (53,655)
その他負債 4,831 17,476 12,645

投資契約利息費用 48,498 44,573 (3,925)
その他 (2,842) 12,719 15,561

営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 308,007 157,480 (150,527)
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 412,764 475,425 62,661
株式 87,796 181,957 94,161

売却可能債券の償還 228,766 295,677 66,911
満期保有目的債券の償還 9,345 4,044 (5,301)
投資用不動産 8,560 32 (8,528)
不動産及び動産 14,351 2,744 (11,607)

回収額：
不動産抵当貸付 2,445 1,785 (660)
契約者貸付 41,974 45,194 3,220
その他長期投資 180,235 193,644 13,409

購入額：
売却可能有価証券:

債券 (667,878) (572,987) 94,891
株式 (107,609) (274,390) (166,781)

満期保有目的有価証券:
債券 (73,191) (38,518) 34,673

投資額：
不動産抵当貸付 (789) (1,185) (396)
投資用不動産 (8,631) (1,448) 7,183
契約者貸付 (42,987) (33,899) 9,088
その他長期投資 (214,654) (172,408) 42,246
不動産及び動産 (41,883) (16,125) 25,758

債券貸借取引受入担保金の純増減 6,766 24,466 17,700
短期投資の純増減 (13,361) (11,382) 1,979
関係会社に対する投資及び債権の純増減 (9,188) (4,250) 4,938
その他 (10,710) (13,683) (2,973)

投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ (197,879) 84,693 282,572
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 290,741 256,301 (34,440)
預り金の保険契約者への払い戻し (396,597) (361,941) 34,656
ｺﾏｰｼｬﾙ･ﾍﾟｰﾊﾟｰの純増減 29,688 (37,670) (67,358)
長期借入債務による収入 29,991 64,968 34,977
短期借入債務の返済 (30,000) - 30,000
自己株取得による支出 (7,629) (4,725) 2,904
配当金の支払 (21,867) (25,223) (3,356)
その他 (800) (785) 15

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ (106,473) (109,075) (2,602)
為替変動の現金及び現金同等物に対する影響額 (5,306) (45,944) (40,638)
現金及び現金同等物の増減額 (1,651) 87,154 88,805
現金及び現金同等物の期首残高 369,941 368,290 (1,651)
現金及び現金同等物の期末残高 \ 368,290 \ 455,444 \ 87,154
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三井住友海上グループホールディングス株式会社(8725) 平成21年3月期決算短信

連結財務諸表の注記（要約）

１．財務諸表作成の基礎
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20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 \ 4,254 \ - \ - \ 4,254
米国以外 341,388 7,319 (1,347) 347,360

州債、地方債：
米国以外 1,714 - - 1,714

その他社債 102,118 3,789 (142) 105,765
満期保有目的債券合計 \ 449,474 \ 11,108 \ (1,489) \ 459,093

(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

（２）売却可能有価証券
(単位：百万円)

平成20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 \ 113,676 \ 7,520 \ (2,005) \ 119,191
米国以外 685,783 26,717 (1,071) 711,429

州債、地方債：
米国 125 3 - 128
米国以外 716,210 18,956 (5,910) 729,256

その他社債 1,760,302 37,013 (23,134) 1,774,181
売却可能債券合計 3,276,096 90,209 (32,120) 3,334,185

株式 1,141,048 1,436,514 (29,789) 2,547,773
売却可能有価証券合計 \ 4,417,144 \ 1,526,723 \ (61,909) \ 5,881,958

(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

（３）売買目的有価証券
(単位：百万円)

平成20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 \ 50,121 \ 948 \ (3,237) \ 47,832

(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
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三井住友海上グループホールディングス株式会社(8725) 平成21年3月期決算短信

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20年3月期 平成21年3月期
退職・年金費用：

勤務費用 \ 11,340 \ 11,607
利息費用 5,372 5,465
期待運用収益 (5,002) (4,667)
過去勤務債務の償却 (2,509) (2,509)
数理計算上の差異の償却 205 1,109

退職・年金費用合計 \ 9,406 \ 11,005

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20年3月期 平成21年3月期
退職給付債務の増減：

期首残高 \ 265,063 \ 271,865
勤務費用 11,340 11,607
利息費用 5,372 5,465
従業員拠出額 4 33
数理計算上の差異 1,688 (10,681)
退職給付支払額 (11,602) (13,076)

期末残高 \ 271,865 \ 265,213

年金資産の増減：
期首の公正価額 \ 166,616 \ 155,578
運用損益 (9,719) (15,851)
会社拠出額 3,624 4,359
従業員拠出額 4 33
退職給付支払額 (4,947) (5,444)

期末の公正価額 \ 155,578 \ 138,675

年金制度の財政状況 \ (116,287) \ (126,538)

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20年3月期 平成21年3月期
割引率 2.00% 2.30%
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20年3月期 平成21年3月期
割引率 2.00% 2.00%
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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三井住友海上グループホールディングス株式会社(8725) 平成21年3月期決算短信

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20年3月期 平成21年3月期

法定実効税率 36.0 % (36.0)%

- 19.0 

1.6 10.5 

受取配当金益金不算入 (5.1) (10.0) 
連結子会社からの受取配当金消去額 1.2 2.4 
連結子会社との税率差異 (2.7) (1.5) 
損金不算入経費 0.7 1.5 
その他 (0.4) (0.6) 

法人税等負担率 31.3 % (14.7)%

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20年3月期 平成21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 \ 44,899 \ 74,431
損害調査費 13,022 16,465
退職・年金給付引当金 41,656 45,362
ソフトウェア開発費 14,037 12,838
有価証券 45,755 60,636
投資売却損益 37,047 47,219
その他 18,585 22,508

繰延税金資産総額 215,001 279,459
評価性引当金 (7,005) (12,666)
繰延税金資産純額 207,996 266,793

繰延税金負債：
未経過保険料 118,924 140,757
繰延契約獲得費用 123,985 112,101
不動産及び動産 6,099 6,166
投資売却損益 19,118 11,107
未実現評価益に対する繰延税金 526,154 209,007
その他 13,694 18,244

繰延税金負債合計 807,974 497,382
繰延税金純額 599,978 230,589
その他資産に含まれる繰延税金 5,175 7,494
貸借対照表計上額の繰延税金 \ 605,153 \ 238,083

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20年3月期 平成21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 \ 3,783,659 \ 3,793,278 \ 3,470,446 \ 3,486,714
株式 2,547,773 2,547,773 1,703,433 1,703,433
不動産抵当貸付 9,859 9,682 9,224 9,052
契約者貸付 39,536 39,536 43,254 43,254
その他長期投資 749,385 736,117 711,653 698,739
短期投資 120,086 120,086 106,852 106,852
現金及び現金同等物 368,290 368,290 455,444 455,444
関係会社に対する債権 2,961 2,808 2,857 2,747
未収収益 24,798 24,798 20,228 20,228
未収保険料及び代理店貸 140,562 140,562 144,005 144,005
天候デリバティブ 453 453 236 236
デリバティブ資産：

為替 599 599 1,957 1,957
金利 13,639 13,639 19,670 19,670
債券及び株式 66 66 39 39
クレジットデリバティブ 89 89 - - 
商品 2,099 2,099 4,184 4,184

負債：
投資契約預り金 (2,119,153) (2,371,996) (2,043,991) (2,282,047)
関係会社に対する債務 (2,232) (2,232) (1,616) (1,616)
短期借入債務 (37,604) (37,604) (70,000) (70,000)
長期借入債務 (99,992) (100,051) (94,961) (94,643)
天候デリバティブ (161) (161) (195) (195)
デリバティブ負債：

為替 (6,275) (6,275) (4,330) (4,330)
金利 (7,269) (7,269) (4,889) (4,889)
債券及び株式 (212) (212) (63) (63)
クレジットデリバティブ (40,010) (40,010) (32,060) (32,060)
商品 (2,097) (2,097) (4,184) (4,184)

連結子会社が実施した現物配当に関する
税金費用
税効果を認識しない連結子会社の
当期損失
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三井住友海上グループホールディングス株式会社(8725) 平成21年3月期決算短信

結合要約貸借対照表(非監査)
平成21年3月期

(単位：百万円)

要約財務諸表(米国会計基準) 調整額
三井住友海上

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

あいおい
損害保険

ニッセイ同和
損害保険

あいおい
損害保険

ニッセイ同和
損害保険

結合要約
財務諸表

資産

投資－関係会社に対する投資を除く ¥ 6,085,854 ¥ 2,096,315 ¥ 881,605 ¥ 32,065 ¥ 1,622 ¥ 9,097,461

現金及び現金同等物 455,444 178,873 58,448 - - 692,765

関係会社に対する投資及び債権 69,380 4,146 2,900 - - 76,426

未収収益 20,228 6,231 3,872 - - 30,331

未収保険料及び代理店貸 144,005 40,465 19,354 - - 203,824

未収出再保険金 58,149 48,755 17,962 - - 124,866

不動産及び動産 232,047 60,818 51,797 56,733 18,634 420,029

繰延契約獲得費用 325,539 169,345 57,814 (169,345) (57,814) 325,539

その他資産 844,209 513,700 151,521 125,636 34,237 1,669,303

資産合計 ¥ 8,234,855 ¥ 3,118,648 ¥ 1,245,273 ¥ 45,089 ¥ (3,321) ¥ 12,640,544

負債及び資本

負債：

保険契約債務 ¥ 5,656,020 ¥ 2,326,640 ¥ 843,056 ¥ 85,114 ¥ 48,940 ¥ 8,959,770

関係会社に対する債務 1,616 1,178 - - - 2,794

短期借入債務 70,000 641 - (641) - 70,000

長期借入債務 94,961 1,244 - (1,244) - 94,961

その他負債 722,742 214,108 66,157 (12,527) (18,814) 971,666

負債合計 6,545,339 2,543,811 909,213 70,702 30,126 10,099,191

少数株主持分 12,832 3,524 417 - - 16,773

資本：

資本金 100,000 100,005 46,683 (100,005) (46,683) 100,000

その他の資本 1,581,329 479,255 293,899 66,445 8,297 2,429,225

自己株式 (4,645) (7,947) (4,939) 7,947 4,939 (4,645)

資本合計 1,676,684 571,313 335,643 (25,613) (33,447) 2,524,580

負債及び資本合計 ¥ 8,234,855 ¥ 3,118,648 ¥ 1,245,273 ¥ 45,089 ¥ (3,321) ¥ 12,640,544

（注）

結合要約貸借対照表(非監査)は、あいおい損害保険株式会社、ニッセイ同和損害保険株式会社及び三井住友海上グループホールディングス株
式会社が平成21年3月期期末において統合を行ったと仮定し、同期における各社の米国会計基準に基づく貸借対照表に米国会計基準に基づく
所要の調整を加えて作成しております。
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三井住友海上グループホールディングス株式会社(8725) 平成21年3月期決算短信

結合要約損益計算書(非監査)
平成21年3月期

(単位：百万円)

要約財務諸表(米国会計基準) 調整額
三井住友海上

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

あいおい
損害保険

ニッセイ同和
損害保険

あいおい
損害保険

ニッセイ同和
損害保険

結合要約
財務諸表

営業収益：

既経過保険料 ¥ 1,698,516 ¥ 907,953 ¥ 313,177 ¥ (37) ¥ (97) ¥ 2,919,512

正味投資収益 154,012 16,065 22,004 (3,510) (1,483) 187,088

実現投資損失 (134,885) (67,808) (24,161) (120,869) (72,774) (420,497)

その他の収益 - 6,896 1,762 (6,896) (1,762) - 

営業収益計 1,717,643 863,106 312,782 (131,312) (76,116) 2,686,103

営業費用：

保険金、給付金、損害調査費 1,248,905 601,006 218,259 (4,297) (2,764) 2,061,109

契約獲得費用 398,660 228,902 79,580 (81,718) (29,929) 595,495

その他の費用 152,054 102,074 39,243 25,161 11,945 330,477

営業費用計 1,799,619 931,982 337,082 (60,854) (20,748) 2,987,081

税金等調整前当期純損失 (81,976) (68,876) (24,300) (70,458) (55,368) (300,978)

税金費用 (12,036) (23,973) (9,627) (25,365) (19,932) (90,933)

少数株主利益 300 1,325 (212) - - 1,413

当期純損失 ¥ (70,240) ¥ (46,228) ¥ (14,461) ¥ (45,093) ¥ (35,436) ¥ (211,458)

(単位：円)

1株当たり損失：

当期純損失：

基本及び希薄化後 ¥ (166.82) ¥ (62.95) ¥ (38.08) ¥ - ¥ - ¥ (334.01)

期中平均株式数(千株) 421,052 734,318 379,694 - - 633,094

（注）

結合要約損益計算書(非監査)は、あいおい損害保険株式会社、ニッセイ同和損害保険株式会社及び三井住友海上グループホールディングス株
式会社が平成21年3月期期首において統合を行ったと仮定し、同期における各社の米国会計基準に基づく損益計算書に米国会計基準に基づく
所要の調整を加えて作成しております。
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