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事業報告の「4.株式に関する事項」「5.新株予約権等に関する事項」「6.会計監査人に関

する事項」「7.財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」「8.

業務の適正を確保するための体制」「9.特定完全子会社に関する事項」「10.親会社等との

間の取引に関する事項」及び「11.会計参与に関する事項」並びに計算書類の「株主資本

等変動計算書」及び「個別注記表」は、法令及び当社定款の規定に基づき、当社株主・投

資家情報ウェブサイト（http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/）に掲載することにより、株主の皆

さまに提供したものとみなされます。 

http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/index.html
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4．株式に関する事項 

(1)株式数 

 発行可能株式総数        100,000,000 株 

 発行済株式総数          51,145,000 株 

 （注）発行済株式総数は、新株予約権の行使により 970,000 株増加しました。 

 

(2)当事業年度末株主数           7,954 名 

 

(3)大株主（上位 10 名） 

(2017 年 3 月 31 日現在) 

株主名 持株数（株） 持株比率（％） 

KDDI 株式会社 8,000,000 15.64 

JP MORGAN CHASE BANK 380742 5,683,900 11.11 

あすか DBJ 投資事業有限責任組合 5,683,800 11.11 

三井物産株式会社 4,800,000 9.38 

株式会社セブン・フィナンシャルサービス 3,250,000 6.35 

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY 2,323,868 4.54 

立花証券株式会社 2,198,500 4.29 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,669,100 3.26 

株式会社新生銀行 1,625,000 3.17 

株式会社リクルートホールディングス 1,250,000 2.44 

（注）Swiss Re Life Capital Ltd から、2017 年 3 月 21 日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報

告書において、2017 年 3 月 17 日時点で、5,683,900 株を取得した旨の報告を受けております

が、株主名簿の記載に基づき、「(3)大株主（上位 10 名）」には名称を記載しておりません。

なお、Swiss Re グループ内における当社株式の所有会社の変更に伴い、Swiss Reinsurance 

Company Ltd から Swiss Re Life Capital Ltd へ当社普通株式が譲渡されたことから、2017 年 3

月 22 日に主要株主が異動しました。 
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5．新株予約権等に関する事項 

(1) 当事業年度末日において当社役員が有する新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を

有する者の数 

取締役 

（社外役員を除く） 

第 2 回新株予約権 

発行日：2007 年 12 月 27 日 

新株予約権の数：480 個 

新株予約権の目的となる株式の種類及び数： 

当社普通株式 480,000 株（新株予約権 1 個につき 1,000 株） 

発行価額：無償 

権利行使時の 1 株当たり払込金額：400 円 

権利行使期間：2009 年 12 月 27 日～2017 年 12 月 21 日 

2 名 

第 3 回新株予約権 

発行日：2010 年 1 月 25 日 

新株予約権の数：60 個 

新株予約権の目的となる株式の種類及び数： 

当社普通株式 60,000 株（新株予約権 1 個につき 1,000 株） 

発行価額：無償 

権利行使時の 1 株当たり払込金額：600 円 

権利行使期間：2012 年 1 月 25 日～2019 年 12 月 24 日 

1 名 

（注）1. 2012 年 1 月 24 日付けで株式 1 株につき 1,000 株の分割を行ったため、新株予約権の目的と

なる株式数は、新株予約権 1 個につき 1,000 株です。 

2.社外取締役及び監査役は、新株予約権を有しておりません。 

 

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 
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6．会計監査人に関する事項 

(1) 会計監査人の状況 

氏名又は名称 当事業年度に係る報酬等 その他 

有限責任 あずさ監査法人 

指定有限責任社員 

 平栗 郁朗 

 森本 洋平 

25 百万円 

監査役会は、社内関係部門及び会計監査

人からの必要な資料の入手や報告を通じ

て、会計監査人の監査計画の内容、前事

業年度における職務執行状況や報酬見積

りの算出根拠等を検討した結果、会計監

査人の報酬等につき、会社法第 399 条第

1 項の同意を行っております。 

（注）1. 会計監査人との監査契約において、会社法上の監査及び金融商品取引法上の監査の報酬等

の額を明確に区分していないため、当該事業年度に係る報酬等には、これらの合計額を記

載しております。 

2. 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は 25 百万円です。 

 

(2) 責任限定契約 

 該当事項はありません。 

 

(3) 会計監査人に関するその他の事項 

 当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。 

 監査役会は、会計監査人が会社法第 340 条第 1 項各号のいずれかに該当すると認められた場合、

会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反する懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場

合、その他監査品質、品質管理が適格性、独立性を欠く等、適正・適切な監査を遂行することが困

難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定します。 

 取締役会は、監査役会の決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に

提出します。 

 

7．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 該当事項はありません。 
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8．業務の適正を確保するための体制 

 当社の業務の適正を確保するための体制について、取締役会で決議した内容及び運用状況の概要

は以下のとおりです。 

 

1. 業務の適正を確保するための体制 

(1) 取締役および社員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制  

・当会社は、法令等遵守に関する基本方針に基づき、コンプライアンス委員会の場を活用する

などして、当会社の役員・社員がこの行動規範に則り事業活動のすべての局面においてコン

プライアンス（法令遵守）を最優先するよう周知徹底を図る。 

・当会社は、コンプライアンスを統括する部署（法務部）を設置するとともに、コンプライア

ンス委員会を設置し、当会社のコンプライアンス推進のための重要事項について専門的な見

地または全社横断的な見地から助言を行う。 

・当会社は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを設け、チーフ・コンプライアンス・オ

フィサーには取締役を充てることができる。 

・当会社は、コンプライアンス・マニュアルを作成し、役員・社員が遵守すべき法令および社

内ルール等に関する研修を実施し、コンプライアンスの継続的な周知徹底を図る。 

・当会社は、法令または規程等の違反が生じた場合の報告体制を整備し、問題点の把握および

コンプライアンス体制の改善のために必要な対応を行う。 

・当会社は、法令・定款違反等を未然に防止するため、内部通報制度を適切に運用する。 

・当会社は、被監査部門から独立した監査部を設置し、経験に富む専任の部長を配置して、実

効性のある内部監査を実施する。  

・当会社は、当会社の役員・社員の法令・定款違反等の行為については、適正に処分を行う。 

(2) 取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  

・取締役および執行役員は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、法令および当

会社の規程等に従い適切に保存および管理を行う。  

(3) 反社会的勢力への対応に関する体制  

・当会社は、反社会的勢力との関係遮断のため、人事総務部を対応部署とし、警察等関係機関

とも連携して、断固たる姿勢で臨む。  

(4) リスク管理に関する規程その他の体制  

・当会社は、リスク管理に関する基本方針を定め、当初の事業遂行に関わるリスクについて、

総合的なリスク管理を統括するリスク管理部を設置するとともに、リスク・カテゴリー毎に

責任者ならびに主管部門を定めて適切な管理を行う。また、リスク管理委員会を設けて、専

門的な見地または全社横断的な見地からリスク管理の適切性を担保する。  

(5) 取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

・当会社は、取締役および執行役員の職務分掌を定め、各取締役および執行役員が責任を持っ

て担当する領域を明確にしたうえで、業務執行の決定権限を取締役および執行役員に委譲し

ている。各取締役および執行役員は、自己の担当領域に関する業務目標の達成を通じて会社

全体としての経営目標の達成に努める。 

・経営方針を明確化し、中長期計画において経営目標を具体化するとともに、年間、四半期お

よび月別予算管理により業務遂行の進捗管理を行って経営資源の最適活用を図る。  
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(6) 監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合に関する体制  

・監査役の監査業務を補助するため、監査役会事務局を設置する。監査役会事務局には、監

査業務を補助するのに必要な知識・能力を具備した社員（以下「補助社員」という）を、監

査役の求めに応じて、必要数配置する。  

・補助社員は、監査役の監査業務を補助するための業務（以下「補助業務」という）につい

ては、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けない。補助業務

における補助社員の任命・異動、人事評価および懲戒等については監査役の意見を尊重する。  

・監査役は、代表取締役会長、代表取締役社長および会計監査人と定期的に意見交換する場

を設け、必要に応じ、補助社員を同行させることを求めることができる。監査役は、内部監

査部門と定期的に内部監査結果について意見交換することで、緊密な連携を図るものとし、

必要に応じ、補助社員を同行させることを求めることができる。  

(7) 取締役および社員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制  

・取締役、保険計理人および社員は、監査役の求めに応じて、経営、財務、コンプライアン

ス、リスク管理、内部監査の状況等について、適宜監査役に対する報告を行うとともに、職

務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼす恐れ

のある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。  

(8) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保す

る体制 

・当会社は、前項の報告をした者が、不利な取り扱いを受けることがなく、また、懲戒その他

の不利益処分の対象となることがないことを明示的に定める。  

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項  

・当会社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償

還、負担した債務の弁済を請求したときは、これに応じる。  

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査役は、社内のすべての重要な会議に随時出席できるものとする。また、代表取締役会長お

よび代表取締役社長は、監査役会と定期的に意見交換を行い、監査部は監査役の監査に協力する。 
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2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

当社のコンプライアンス体制については、当事業年度は、コンプライアンス委員会を定期的

に 4 回開催し、同委員会にて法令遵守における内部管理体制を確認し、その概要を取締役会に

報告するとともに、役員及び社員に対して、テーマ別や階層別研修を通して、法令及び社内ル

ール等に対する意識浸透を図っております。また、改善が必要な課題や問題が発生した場合に

は、調査を実施した上で、発生原因の分析及び再発防止策の提案を行い、必要に応じて再発防

止策のフォローアップを行うといった一連の体制を整えております。さらに、内部通報制度に

おいては、内部通報規則を策定し、外部の専門家を通報窓口として定め、外部の専門家と進捗

状況の連携を図るとともに、問題が発生した場合の再発防止策などの対応の結果は、コンプラ

イアンス委員会及び取締役会で報告しております。 

内部監査においては、内部監査に関する基本方針に則り、取締役会の承認を受けた実施計画

に基づいて、業務監査等を実施しております。 

リスク管理体制については、当事業年度は、リスク管理委員会を定期的に 4 回開催し、統合

的リスク管理及び個別リスク管理に関連する取組み及びモニタリング結果の報告を行うととも

に、その概要を取締役会に報告しております。統合的リスク管理の取組みとして、2018 年度ま

での中期計画において策定したロードマップに基づき、体制の高度化を進めております。また、

個別リスク管理の取組みとして、リスクモニタリング手法の高度化や情報セキュリティに対す

る意識の向上を目的とした研修及び訓練を継続的に実施しております。 

取締役及び執行役員による効率的な職務執行体制については、それぞれの責任と権限を取締

役会規則及び職務権限規程で明確化し、取締役会によって選任された執行役員は、原則として

週 1 回開催する執行役員会において業務執行に関する報告を受け、協議を行っております。ま

た、中期計画を策定することによって経営目標を明確化するとともに、定期的に予算の進捗管

理の分析を行い、必要に応じて関連部署にフィードバックを実施し、改善を図っております。 

監査役による監査体制については、監査役会規則に則り監査役会事務局を設置し、監査役の

指揮命令の下、監査役の職務を補助する体制を整えております。また、監査役は、それぞれ代

表取締役及び会計監査人と定期的な協議及び意見交換を行うとともに、内部監査部門とも緊密

に連携しております。当事業年度は、監査役は、内部監査結果に関して、内部監査部門と定期

的に 3 回の意見交換を行いました。さらに、監査役の求めに応じて、取締役及び社員が、「経営、

財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等に関する報告」及び「職務執行に関

し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があ

ることを発見した際の報告」を、適宜、監査役に対して行うための体制を整えております。加

えて、これらを報告した取締役及び社員が不利益な取扱いを受けることがないことを法令等遵

守に関する基本方針において、明示的に定めております。 
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3. コーポレート・ガバナンス体制図（2017 年 3 月 31 日現在） 

当社は、外部の視点を取り入れながら、重層的かつ実効的なガバナンス機能を目指して、独

立した内部監査部門や監査役会の設置に加え、複数の社外取締役及び社外監査役の選任、コン

プライアンスを統括するチーフ・コンプライアンス・オフィサーの設置、執行役員制度、アド

バイザリーボード及び各種委員会を設置しております。また、当社は、取締役の指名・報酬な

どに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することなどを目的に、3 名の独立

社外取締役及び予め取締役会が定める代表取締役 1 名で構成された任意の指名・報酬委員会を

設置しております。さらに、当社は、東京証券取引所マザーズに上場しておりますが、情報開

示の充実を図るため、コーポレートガバナンス・コードにおいて特定の事項を開示すべきとす

る原則への対応状況をコーポレート・ガバナンス報告書において開示しております。 
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9．特定完全子会社に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

10．親会社等との間の取引に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

11．会計参与に関する事項 

 該当事項はありません。 
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株主資本等変動計算書 

2016 年 4 月 1 日から 

 2017 年 3 月 31 日まで 

 （単位：百万円） 

  株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約権 

純資産 

合計 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換

算差額等

合計 

  
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

その他 

利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計   
繰越 

利益剰余金 

当期首残高 12,020 12,020 12,020 △9,227 △9,227 14,813 591 591 19 15,423 

当期変動額                     

 新株の発行 

（新株予約権の行使） 
116  116  116  

  
232       232 

当期純損失（△）       △1,889 △1,889 △1,889       △1,889 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
            △102 △102 △19 △122 

当期変動額合計 116 116 116 △1,889 △1,889 △1,656 △102 △102 △19 △1,778 

当期末残高 12,136 12,136 12,136 △11,116 △11,116 13,157 488 488 － 13,645 

 



 

10 

 

個別注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 （現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるも

の及び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） 

(1) 満期保有目的の債券  

移動平均法による償却原価法（定額法）を採用しております。  

(2) その他有価証券  

時価のあるものについては、3 月末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

2. 固定資産の減価償却の方法  

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）  

定率法を採用しております。ただし、2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構

築物については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。  

建物          10～18 年  

その他の有形固定資産  5～10 年  

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）  

自社利用ソフトウエアは、利用可能期間（5 年）に基づく定額法を採用しております。 

(3) リース資産  

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

3. 引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金  

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、

次のとおり計上することとしております。  

 破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」

という）に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下「実質破綻先」とい

う）に対する債権については、直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上することとしております。また、現状、経営破

綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻

懸念先」という）に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認

める額を計上することとしております。上記以外の債権については、過去の一定期間におけ

る貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上することとしております。 

 全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当

を行うこととしております。 
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なお、上記の方法に基づいて検討した結果、貸倒引当金は零と算定されたため、当事業年

度末において貸倒引当金の計上はしておりません。 

(2) 価格変動準備金  

 株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第 115 条の規定に基づき算出した額

を計上しております。  

 

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場により円換算しております。 

 

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  

(1) 消費税等の会計処理  

 税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理

しております。  

(2) 責任準備金の積立方法  

 責任準備金は、保険業法第 116 条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については

保険業法施行規則第 69条第 4項第 4号の規定に基づいて 5年チルメル式により計算しており

ます。  

(3) 保険業法第 113 条繰延資産の処理方法  

 保険業法第 113 条の規定に基づき、生命保険会社の免許取得後の最初の 5 事業年度の間

（2009 年 3 月期から 2013 年 3 月期まで）に発生した事業費の一部の金額を保険業法第 113

条繰延資産として計上しております。  

 保険業法第 113 条繰延資産の償却額の計算は、同法の規定に基づきその計上事業年度から

生命保険会社の免許取得後 10 年（2018 年 3 月期まで）の間に均等額を償却することとして

おります。  

（追加情報） 

当事業年度末に以下の理由により保険業法第 113 条繰延資産残高 1,060 百万円を一括償却

しております。 

1.業績が堅調に推移し、財務基盤が確立されたこと。 

2.貸借対照表上、将来の費用となる繰延資産を計上しておくよりも、一括償却することで

より健全な財務内容となること。 

 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第 32 号 平成 28 年 6 月 17 日）を当事業年度に適用し、2016 年 4 月 1 日以後に

取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

なお、これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

1. 有形固定資産の減価償却累計額は、288 百万円であります。 

 

2. 関係会社に対する金銭債権の総額は3百万円、金銭債務の総額は26百万円であります。 

 

3. 保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71条第1項に規定する再保険に付した
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部分に相当する支払備金（以下、｢出再支払備金｣という。）の金額は18百万円であり、同規則

第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下、｢出再責任準備金｣と

いう。）の金額は109百万円であります。  

 

4. 保険業法第 259 条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当事業年度末における当社

の今後の負担見積額は、105 百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費とし

て処理しております。 

 

（損益計算書に関する注記） 

1. 関係会社との取引による収益の総額は、0 百万円、費用の総額は、115 百万円であります。 

 

2. 当事業年度の支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額の金額は 15 百万円で

あります。 

また、当事業年度の責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額の金額は

11 百万円であります。 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （単位：株） 

 当事業年度 

期首株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

発行済株式     

普通株式（注） 50,175,000 970,000 － 51,145,000 

合計 50,175,000 970,000 － 51,145,000 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 970,000株は、新株予約権の行使による増加であります。 

 

2. 新株予約権に関する事項 

 新株予約権の目的となる株式の種類は普通株式であり、その目的となる株式数は当事業年度

末において 1,046,000 株であります。 
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（税効果会計に関する注記） 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

（単位：百万円） 

繰延税金資産  

 繰越欠損金 2,696 

 減価償却超過額 106 

 保険契約準備金 88 

 資産除去債務 8 

 その他 80 

繰延税金資産小計 2,980 

 評価性引当額 △2,979 

繰延税金資産合計 1 

繰延税金負債との相殺 △1 

繰延税金資産の純額 － 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △189 

 その他 △1 

繰延税金負債合計 △191 

繰延税金資産との相殺 1 

繰延税金負債（△）の純額 △189 

 

2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内

訳 

当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異について

は、税引前当期純損失を計上したため記載しておりません。 

 

（リースにより使用する固定資産に関する注記） 

（借主側） 

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1) リース資産の内容 

 （ア）有形固定資産 

主としてサーバー等事務機器であります。 

 （イ）無形固定資産 

ソフトウエアであります。 

(2) リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針に係る事項に関する注記「2．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおり

であります。 
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（金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

生命保険業を営む当社にとって、将来の保険金及び給付金等の支払いに備えるため保険料積

立金（責任準備金の一部）として蓄積された資金を様々な金融商品によって効率的に運用する

業務は、保険業務（保険の販売・引受・維持管理等）と並ぶ固有の業務であります。なぜなら、

契約者の皆さまからいただく生命保険料は予定利率という形で資金の運用をその計算基礎の

中に織り込んでいるためであります。 

そのため、現時点では、不動産等への投資を行わず、国債等の高格付けの円建て公社債中心

の安全運用を行いつつ、元本及び予定利息を確保することを意図した運用を実施しております。

また、資本業務提携目的で株式会社アドバンスクリエイトの株式、韓国の教保生命保険株式会

社と合弁で設立した教保ライフプラネット生命保険株式会社の株式を保有しております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

生命保険会社の資産運用に係るリスクとしては、①市場リスク、②信用リスク、③不動産投

資リスクに大別されます。また、①市場リスクについては、（a）金利リスク、（b）価格変動リ

スク、（c）為替リスクに細分化されます。 

当社が保有する金融商品は主として預金、円建て債券、外貨建て債券、株式であり、当社が

考慮すべきリスクは、上記のリスクのうち、①（a）金利リスク、（b）価格変動リスク、（c）

為替リスク、②信用リスクとなります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

当社では、総合的なリスク管理を行うためには、組織横断的な取り組みが有効と考えており、

関係役職員で構成されるリスク管理委員会（リスク管理全般を所管）を設けております。加え

て、外部の金融・経済の有識者も参画する ALM 委員会、資産運用委員会を定期的に開催し金

融商品に係る各種リスクの把握に努めております。 

①市場リスクの管理 

(a) 金利リスクの管理 

通常、生命保険会社は、負債の特性に応じて適切な資産配分を行う ALM（Asset Liability 

Management：資産負債の総合管理）の考え方に基づき資産運用を行っております。しかし、

当社は、掛け捨て及び保障性の商品を中心に取り扱っているため、資産と負債の金利又は

期間のミスマッチを要因として損失を被るリスクが当社へ与える影響は限定的でありま

す。このため、リスク管理部において、資産と負債のギャップ分析や金利感応度分析等を

行うことで、金利リスクが当社に与える影響をモニタリングしております。 

(b) 価格変動リスクの管理 

当社は、取締役会が定める資産運用リスク管理に関する基本方針において、バリュー・

アット・リスク等を用いたリスク・リミットを定め、リスク管理部が定期的にリスク・リ

ミットを超えていないことを検証し、取締役会等へ報告しております。 

(c) 為替リスクの管理 

当社は、外貨建て債券等へ投資している他、教保ライフプラネット生命保険株式会社の

株式を保有しており、これらの為替リスクを負っております。取締役会が定める資産運用

リスク管理に関する基本方針において、これらの保有については投資上限を設定しており、

リスク管理部が定期的にリスク・リミットを超えていないことを検証し、リスク管理委員

会へ報告しております。なお、バリュー・アット・リスク等のリスク・リミットには為替

リスクも１つの要因として含めており、総合的な資産運用リスクの管理を行っております。 
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②信用リスクの管理 

有価証券の発行体の信用リスクに関しては、取締役会が定めるリスク・リミットに基づ

き、リスク管理部において、格付等の信用情報や時価等の把握を定期的に行うことで管理

しております。 

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

(1) 2017 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。 

 （単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 現金及び預貯金 1,004 1,004 － 

(2) 買入金銭債権 1,999 1,999 △0 

(3) 金銭の信託 995 995 － 

(4) 有価証券 25,553 26,879 1,325 

 満期保有目的の債券 9,943 11,268 1,325 

 その他有価証券 15,610 15,610 － 

(5) その他資産 未収金 742 742 － 

（注）1. 金融商品の時価の算定方法並びに金銭の信託及び有価証券に関する事項  

(1) 現金及び預貯金  

当社は、満期がない預金のみを保有しており、それらの時価は帳簿価額と近似

していることから、当該帳簿価額によっております。  

(2) 買入金銭債権  

買入金銭債権の時価は、2017 年 3 月末日の取引金融機関から入手した価格によ

っております。  

(3) 金銭の信託  

金銭の信託における信託財産の構成物の時価は、2017 年 3 月末日の取引所又は

取引金融機関から入手した価格等によっております。また、保有目的ごとの金銭

の信託に関する事項については、「(3) 金銭の信託に関する事項」をご参照下さい。 

(4) 有価証券  

有価証券の時価は、2017 年 3 月末日の取引所又は取引金融機関から入手した価

格等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、

「(4) 有価証券に関する事項」をご参照下さい。 

(5) その他資産 未収金  

未収金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。  

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品  

外国証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、「（4）有価証券」には含めておりません。 

外国証券の当事業年度における貸借対照表計上額は、819 百万円であります。  
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(2) 金銭債権及び満期のある有価証券の事業年度末日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 
1 年以内 

1 年超 

5 年以内 

5 年超 

10 年以内 
10 年超 

現金及び預貯金 1,004 － － － 

買入金銭債権 2,000 － － － 

有価証券     

 満期保有目的の債券 1,900 200 － 7,700 

 その他有価証券のうち

満期があるもの 
1,670 4,900 2,700 3,300 

その他資産 未収金 742 － － － 

合計 7,317 5,100 2,700 11,000 

 

(3) 金銭の信託に関する事項 

その他の金銭の信託（運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外）において、貸借対

照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりです。 

 （単位：百万円） 

  
貸借対照表 

計上額 
取得原価 差額 

うち貸借対照表 

計上額が取得原価 

を超えるもの 

うち貸借対照表 

計上額が取得原価 

を超えないもの 

その他の 

金銭の信託 
995 1,000 △5 － △5 

 

(4) 有価証券に関する事項 

① 満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりです。なお、当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はあり

ません。  

  （単位：百万円） 

 
種類 

貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

時価が貸借対照表 

計上額を超えるもの 

公社債    

国債 7,836 8,981 1,145 

地方債 900 1,045 145 

社債 1,207 1,241 34 

その他 499 499 0 

小計 10,443 11,768 1,325 

時価が貸借対照表 

計上額を超えないもの 

公社債    

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 1,499 1,499 △0 

小計 1,499 1,499 △0 

合計 11,943 13,268 1,325 
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（注） 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コマーシャルペーパー

を「その他」に含めております。 

 

② その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額に

ついては次のとおりです。   

 （単位：百万円） 

 
種類 

貸借対照表 

計上額 
取得原価 差額 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

公社債    

 国債 2,040 1,822 218 

 地方債 596 520 75 

 社債 8,368 8,173 195 

株式 334 100 233 

その他 － － － 

小計 11,339 10,616 723 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

公社債    

 国債 － － － 

 地方債 － － － 

 社債 2,175 2,185 △10 

株式 － － － 

その他 2,095 2,179 △84 

小計 4,270 4,365 △94 

合計 15,610 14,981 628 

（注） 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表には含め

ておりません。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

 関連当事者との取引 

当社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

種類 会社等の 

名称又は 

氏名 

所在地 資本金 

又は 

出資金

(百万円) 

事業の内容又は 

職業 

議決権等の 

所有 

（被所有）割合 

関連当事

者との 

関係 

取引の内容 取引金額 

(百万円) 

科目 期末残

高(百

万円) 

役員 出口治明 － － 
当社 

代表取締役会長 

（被所有） 

直接  0.0% 
－ 

新株予約権

の行使（注） 
106 － － 

役員 岩瀬大輔 － － 
当社 

代表取締役社長 

（被所有） 

直接  0.0% 
－ 

新株予約権

の行使（注） 
106 － － 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

 2007 年 5 月 7 日及び 2007 年 11 月 8 日開催の臨時株主総会決議に基づき付与された新株予約

権の当事業年度における権利行使を記載しています。なお、「取引金額」欄は、当事業年度にお

ける新株予約権の権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。 
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（1 株当たり情報に関する注記） 

1 株当たり純資産額は、266 円 80 銭であります。 

1 株当たり当期純損失金額は、37 円 37 銭であります。 

 

（ストック・オプションに関する注記） 

1. ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。 

 

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 2007 年ストック・オプション 2010 年ストック・オプション 2012 年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 4名 

当社従業員 12 名 

当社取締役 1名 

当社従業員 39 名 
当社従業員 29 名 

株式の種類別のストック・ 

オプションの付与数（注） 
普通株式 1,000,000 株 普通株式 464,000 株 普通株式 190,000 株 

付与日 2007 年 12 月 27 日 2010 年 1 月 25 日 2012 年 1 月 27 日 

権利確定条件 定め無し 

付与日から行使時に至るまで、

当社の取締役若しくは監査役

又は使用人の地位を有してい

ることを要する。 

付与日から行使時に至るまで、

当社の取締役若しくは監査役

又は使用人の地位を有してい

ることを要する。 

対象勤務期間 定め無し 定め無し 定め無し 

権利行使期間 
2009年12月27日から 

2017年12月21日まで 

2012年1月25日から 

2019年12月24日まで 

2014年1月27日から 

2022年1月25日まで 

（注） 株式数に換算して記載しております。なお、2007 年及び 2010 年ストック・オプション

については、2012 年 1 月 24 日付株式分割（1 株につき 1,000 株の割合）による分割後の

株式数に換算して記載しております。 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（2017 年 3 月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・

オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 
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① ストック・オプションの数 

 2007 年ストック・オプション 2010 年ストック・オプション 2012 年ストック・オプション 

権利確定前（株） 

前事業年度末  

付与  

失効 

権利確定  

未確定残 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

権利確定後（株） 

前事業年度末 

権利確定  

権利行使  

失効 

未行使残 

 

654,000 

－ 

－ 

－ 

654,000 

 

296,000 

－ 

－ 

－ 

296,000 

 

126,000 

－ 

－ 

30,000 

96,000 

（注） 2007 年及び 2010 年ストック・オプションについては、2012 年 1 月 24 日付株式分割（1

株につき 1,000 株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。 

② 単価情報 

 2007 年ストック・オプション 2010 年ストック・オプション 2012 年ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 400 600 1,000 

行使時平均株価 （円） － － － 

付与日における 

公正な評価単価 （円） 
－ － － 

（注） 2007 年及び 2010 年ストック・オプションについては、2012 年 1 月 24 日付株式分割（1

株につき 1,000 株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。 

 

3. ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方

法を採用しております。 

 

4. 当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・

オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 

(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 

－百万円 

(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の

合計額 

－百万円 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

該当事項はありません。 

 


