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884億円

4兆5,055億円

新
契
約

保
有
契
約

125万件

3,708万件

2兆3,982億円

175兆6,354億円

年換算保険料 件数 保障額等

（対20年4-6月 ＋124.9%）

（対21年3月末 ▲0.1%） （対21年3月末 ＋0.6%）

（対20年4-6月 ＋222.0%） （対20年4-6月 ＋194.9%）

（対21年3月末 ▲0.3%）

（対20年4-6月 ＋10.4%） （対20年4-6月 ＋27.9%）

（対21年3月末 ＋0.8%）（対21年3月末 ＋59.2pt）

保険料等収入 基礎利益

ソルベンシー・マージン比率 有価証券 含み損益

1兆3,569億円 1,568億円

12兆8,354億円1,134.2％

国内生命保険：個人保険・個人年金保険

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

① 主要項目概要
１
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保険料等収入

20年/4-6月 21年/4-6月

12,288 13,569

※ 合計値は連結保険料等収入（日本生命、大樹生命、ニッセイ・ウェルス生命、
はなさく生命、MLC Limited（以下、MLC）、米国日生を対象に算出）

＊ 対比数値が僅少により、1000%を超える増加率

（単位：億円） 基礎利益

21年/4-6月

1,226
1,568

※ 合計値は日本生命、大樹生命、ニッセイ・ウェルス生命、はなさく生命の
基礎利益、海外生命保険子会社・関連会社および国内外のアセット
マネジメント事業子会社・関連会社の税引前純利益に、持分比率、
金利変動要因の除外、一部の内部取引調整等を行い算出

＊ 前年数値がマイナス、当年数値がプラスにより、増加率算出不可

（単位：億円）

＋10.4％
＋27.9％

20年/4-6月（19年/4-6月）

（14,233）

（19年/4-6月）

（1,403）

2021年
4-6月

対20年
4-6月

対19年
4-6月

保険料等収入 13,569 ＋10.4% ▲4.7%

日本生命 10,917 ＋10.1% ▲3.9%

大樹生命 1,244 ＋11.0% ▲20.6%

ニッセイ・ウェルス生命 854 ＋13.0% ＋12.2%

はなさく生命 26 ＋117.9% ＊

MLC 440 ＋13.2% ▲0.2%

2021年
4-6月

対20年
4-6月

対19年
4-6月

基礎利益 1,568 ＋27.9% ＋11.8%

日本生命 1,474 ＋19.9% ＋16.9%

大樹生命 80 ＋141.6% ＋15.0%

ニッセイ・ウェルス生命 86 ＋75.1% ＋9.5%

はなさく生命 ▲43 ▲26.6% ▲253.4%

MLC 10 ＊ ▲69.8%

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

② 保険料等収入・基礎利益
１



（単位：億円）
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（単位：億円）

20年/4-6月 21年/4-6月日本生命 大樹生命 ニッセイ・
ウェルス生命 海外保険はなさく生命

12,288

13,569
＋1,003 ＋123 ＋14

※ 合計値は連結保険料等収入（日本生命、大樹生命、ニッセイ・ウェルス生命、はなさく生命、MLC、米国日生を対象に算出）

・銀行窓販チャネル向け商品の販売増 ＋282億円
・団体年金の増加 ＋542億円

・一時払外貨建養老保険の販売増 ＋210億円

・MLC ＋51億円

・保有契約の増加 ＋14億円

＋40＋98

・米ドル建商品の販売増 ＋566億円
・円建商品の販売減 ▲459億円

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

③ 保険料等収入
１



（単位：億円）
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（単位：億円）

20年/4-6月 21年/4-6月日本生命 大樹生命 海外保険

※ 合計値は日本生命、大樹生命、ニッセイ・ウェルス生命、はなさく生命の基礎利益、海外生命保険子会社・関連会社および国内外のアセットマネジメント事業
子会社・関連会社の税引前純利益に、持分比率、金利変動要因の除外、一部の内部取引調整等を行い算出

※ その他は配当消去の増減
※ 【会社名称】 ニッセイアセット：ニッセイアセットマネジメント NAMインディア：ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメント

はなさく生命 アセット
マネジメント その他

1,226

1,568
+244

▲9 ▲65

・MLC ＋59億円

ニッセイ・
ウェルス生命

・外国証券配当の増加等 ＋26億円

・事業費等の支出増 ▲9億円

・ニッセイアセット ＋11億円
・NAMインディア +4億円

・保険関係損益の増加（海外金利上昇に伴う
外貨建保険の最低保証に係る責任準備金の
戻入等）＋43億円

・利差益の増加（企業業績の回復による株式配当金および投信分配金の
増加等）+317億円

+46 +36 +70 +18

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

④ 基礎利益
１



 ソルベンシー・マージン比率は、
劣後ローン調達に加え、危険準備金・
価格変動準備金の積み増しを通じた
自己資本の強化に伴い、対20年で
増加。

 実質純資産は、自己資本の着実な積み
増しに加え、有価証券の含み益の増加に
より、対20年で増加。

ソルベンシー・マージン比率

実質純資産
（単位：億円）
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20年

968.0%

17年 18年 19年

997.3% 1,047.5% 1,075.0%

20年

181,405

17年 18年 19年

193,072 183,361 217,751

108,931 100,063114,959 127,352

有価証券含み損益

※ 有価証券含み損益は日本生命、大樹生命、ニッセイ・ウェルス生命、はなさく生命、
海外生命保険子会社、その他連結対象子会社を対象に算出

21年/6月末

21年/6月末

1,134.2%

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

⑤ 健全性
１

221,392

128,354



 経常利益は、対20年4-6月で増加。

 四半期純剰余は、対20年4-6月で減少。

貸借対照表損益計算書

7

（単位：億円）（単位：億円）

 総資産・負債ともに、対21年3月末で増加。

 純資産は、対21年3月末で減少。

2021年
6月末

対21年
3月末

総資産 859,646 ＋0.4%

うち有価証券 714,777 ＋1.0%

うち貸付金 83,515 ▲0.9%

うち有形固定資産 19,508 ＋0.5%

負債 772,138 ＋0.6%

うち保険契約準備金 688,332 ＋0.8%

うち責任準備金 673,307 ＋0.6%

うち価格変動準備金 17,392 ＋8.0%

純資産 87,507 ▲0.7%

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

⑥ 損益計算書・貸借対照表
１

2021年
4-6月

対20年
4-6月

経常収益 21,110 ＋5.0%

保険料等収入 13,569 ＋10.4%

資産運用収益 6,940 ▲4.3%

経常費用 19,128 ＋1.4%

保険金等支払金 11,649 ＋2.8%

資産運用費用 745 ▲30.9%

事業費 2,009 ＋4.6%

経常利益 1,981 ＋60.8%

(基礎利益) 1,568 ＋27.9%

特別損益 ▲1,306 ▲201.1%

四半期純剰余（利益） 513 ▲24.1%



 国内における保険料等収入は、コロナ禍
で大幅に減少していた反動等を受け、
対20年4-6月で増収。

 一方、対19年4-6月では、海外金利が
低位で推移したため、外貨建保険の
販売減少に伴う銀行窓販チャネル等の
減少によりマイナス。

保険料等収入（国内計）

8※ 日本生命、大樹生命、ニッセイ・ウェルス生命、はなさく生命の合計値

（単位：億円）

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

① 保険料等収入
2

20年/4-6月 21年/4-6月

11,803 13,043
＋10.5％

（13,693）

（19年/4-6月）

2021年
4-6月

対20年
4-6月

対19年
4-6月

保険料等収入（国内計） 13,043 ＋10.5% ▲4.7%

うち個人保険・個人年金保険 8,758 ＋8.8% ▲10.9%

営業職員チャネル 6,519 ＋2.3% ▲3.0%

代理店チャネル 897 ＋21.2% ▲16.3%

銀行窓販チャネル 1,341 ＋43.0% ▲34.0%

うち団体保険 786 ＋8.4% ＋2.2%

うち団体年金保険 3,289 ＋19.9% ＋12.5%
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（単位：億円、万件）個人保険・個人年金保険

 国内の個人保険・個人年金保険における新契約の年換算保険料は、対20年4-6月で増加となった
ものの、コロナ禍前の対19年4-6月では減少。

 営業職員チャネルの件数は、対19年4-6月で減少となっており、コロナ禍前の水準には回復していない
状況。

＊対比数値が僅少により、1000%を超える増加率

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

② 新契約
2

年換算保険料 件数 保障額等

2021年
4-6月

対20年
4-6月

対19年
4-6月

2021年
4-6月

対20年
4-6月

対19年
4-6月

2021年
4-6月

対20年
4-6月

対19年
4-6月

国内計 884 ＋124.9% ▲16.3% 125 ＋222.0% ▲6.0% 23,982 ＋194.9% ＋8.2%

営業職員チャネル 481 ＋226.3% ＋1.2% 119 ＋237.6% ▲6.3% 18,079 ＋219.5% ▲3.0%

代理店チャネル 135 ＋87.9% ＋65.8% 4 ＋85.3% ＋81.6% 4,501 ＋196.4% ＋256.1%

銀行窓販チャネル 267 ＋54.1% ▲46.5% 1 ＋34.3% ▲55.8% 1,400 ＋46.6% ▲37.9%

日本生命 577 ＋181.1% ＋0.8% 118 ＋233.9% ▲7.2% 19,543 ＋199.1% ＋2.3%

大樹生命 65 ＋118.8% ▲36.4% 3 ＋120.9% ▲36.0% 1,754 ＋103.2% ▲26.9%

ニッセイ・ウェルス生命 222 ＋48.8% ▲41.5% 0 ＋7.3% ＋30.3% 869 ＋32.9% ＋31.8%

はなさく生命 18 ＋131.3% * 3 ＋148.8% * 1,814 * -
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 国内の個人保険・個人年金保険の保有契約は、年換算保険料・保障額等は減少、件数は増加。

 団体保険・団体年金保険は増加。

（単位：億円、万件）個人保険・個人年金保険

団体保険・団体年金保険

※ 団体保険・団体年金保険の国内計は、日本生命、大樹生命、ニッセイ・ウェルス生命の合計値
団体年金保険の国内計には、ニッセイアセットマネジメントの投資顧問残高(28,822億円)、確定拠出年金の投資信託(日本生命販社分6,466億円)を含む

年換算保険料 件数 保障額等

2021年
6月末

対21年
3月末

2021年
6月末

対21年
3月末

2021年
6月末

対21年
3月末

国内計 45,055 ▲0.1% 3,708 ＋0.6% 1,756,354 ▲0.3%

日本生命 37,332 ▲0.1% 3,404 ＋0.6% 1,543,358 ▲0.3%

大樹生命 5,117 ▲0.6% 253 ▲0.3% 178,380 ▲1.3%

ニッセイ・ウェルス生命 2,501 ＋1.1% 34 ＋1.4% 31,752 ＋0.2%

はなさく生命 102 ＋20.0% 16 ＋20.4% 2,864 ＋167.2%

2021年
6月末

対21年
3月末

2021年
6月末

対21年
3月末

国内計 1,114,316 ＋0.8% 180,824 ＋1.3%

日本生命 998,918 ＋1.1% 137,730 ＋0.9%

大樹生命 115,398 ▲1.6% 7,793 ▲0.1%

団体年金保険
（受託資産等）

団体保険
（保障額等）

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

③ 保有契約
2
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 保険金のお支払い

 保険金のお支払い  給付金のお支払い

2021年
4-6月

死亡保険金 約590件
約54.9億円

災害保険金 約90件
約5.8億円

2021年
4-6月

入院給付金 約13,520件
約19.5億円

みなし入院 約9,330件
約13.0億円

 給付金のお支払い
【参考】 2020年度の新型コロナウイルス感染症による保険金・給付金について

2020年度

死亡保険金 約790件
約84.9億円

災害保険金 約140件
約9.3億円

2020年度

入院給付金 約15,580件
約21.1億円

みなし入院 約8,570件
約11.0億円

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

【参考】 新型コロナウイルス感染症によるお支払いについて
2



【参考】
グループ各社の概況

12



 日本生命単体は対20年4-6月で増収・
増益。

 保険料等収入は、 銀行窓販チャネルの販売
増加および団体年金の増加により増収と
なったものの、対19年4-6月では減収。

 基礎利益は、企業業績の回復による株式
配当金および投信分配金の増加により増益。

13

保険料等収入

基礎利益

1,229

20年/4-6月 21年/4-6月

+19.9％

（単位：億円）

1,474

（19年/4-6月）

（1,261）

9,914

20年/4-6月 21年/4-6月

+10.1％
10,917

（19年/4-6月）

（11,363）

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

【参考】 日本生命（単体）：収支
3



 資産運用収支は対20年4-6月で
増加。

 資産運用収益は、株式配当金および
投信分配金の増加を受けた利息及び
配当金等収入の増加や、有価証券
売却益の増加により増加。

 資産運用費用は、金融派生商品費用
の減少により減少。

14

資産運用収支（一般勘定）

マーケット状況

（単位：億円）

（単位：円）（単位：％） （単位：円）

16,000

19,000

22,000

25,000

28,000

31,000

-0.3

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

'20.3末 '20.6末 '20.9末 '20.12末 '21.3末 '21.6末
60

75

90

105

120

135

'20.3末 '20.6末 '20.9末 '20.12末 '21.3末 '21.6末

日経平均株価（右軸）

日30年金利（左軸）

日10年金利（左軸）

円/ユーロ

円/米ドル

円/豪ドル

2021年
4-6月

対20年
4-6月

資産運用収益 6,258 ＋902

うち利息及び配当金等収入 3,327 ＋256

うち有価証券売却益 2,876 ＋673

資産運用費用 491 ▲453

うち有価証券売却損 142 ＋132

うち有価証券評価損 48 ＋42

うち金融派生商品費用 11 ▲395

資産運用収支 5,767 ＋1,355

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

【参考】 日本生命（単体）：資産運用
3



 ソルベンシー・マージン比率は、
劣後ローン調達に加え、危険準備金・
価格変動準備金の積み増しを通じた
自己資本の強化に伴い、対20年で
増加。

 有価証券の含み益は、海外金利の低下
や海外株価の上昇を受けた外国証券の
含み益の増加を主因に、対21年3月末
で増加。

15

ソルベンシー・マージン比率

自己資本

有価証券 含み損益

（単位：億円）

（単位：億円）

20年

58,190

17年 18年 19年

62,417 66,889 72,743

20年

917.9%

17年 18年 19年

933.3% 979.2% 1,007.5%

21年/6月末

21年/6月末

1,061.9%

78,490

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

【参考】 日本生命（単体）：健全性
3

2021年
6月末

対21年
3月末

有価証券 125,581 ＋2,431

公社債 31,720 ＋269

国内株式 56,894 ▲ 1,748

外国証券 34,620 ＋3,671

その他 2,346 ＋238

※ 市場価格のない株式等および組合等は除いて算出



 大樹生命は対20年4-6月で増収・
増益。

 保険料等収入は、前年同期に一時
販売を停止していた一時払外貨建養老
保険の販売再開を主因に増収となった
ものの、対19年4-6月では減収。

 基礎利益は、海外金利の上昇により、
外貨建保険の最低保証に係る責任
準備金の戻入により増益。

保険料等収入

1,121

基礎利益

16

（単位：億円）

※ 単体の数値を記載

1,244

20年/4-6月 21年/4-6月

+11.0％

（19年/4-6月）

（1,568）

40

20年/4-6月 21年/4-6月

+134.7％

94

（19年/4-6月）

（84）

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

【参考】 大樹生命
3



 ニッセイ・ウェルス生命は対20年4-6月で
増収・増益。

 保険料等収入は、米ドル建商品の販売が
増加したことを主因に増収。

 基礎利益は、外国証券配当の増加等に
より増益。

17

保険料等収入

基礎利益

※ 単体の数値を記載

（単位：億円）

755 854

20年/4-6月 21年/4-6月

+13.0％

（19年/4-6月）

（761）

57

20年/4-6月 21年/4-6月

+75.1％

101

（19年/4-6月）

（92）

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

【参考】 ニッセイ・ウェルス生命
3



18

保険料等収入

基礎利益

▲34 ▲43

20年/4-6月 21年/4-6月

▲26.6％

※ 単体の数値を記載
※ 2019年度第1四半期から連結反映

（単位：億円）
 はなさく生命は対20年4-6月で増収・減益。

 保険料等収入は、保有契約の着実な拡大
に伴い、増収。

 基礎利益は、事業拡大による事業費等の
支出増を主因に減益。

12
26

20年/4-6月 21年/4-6月

+117.9％

（19年/4-6月）

（0）

（19年/4-6月）

（▲12）

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

【参考】 はなさく生命
3



（単位：百万豪ドル）

 MLCは、対20年1-3月で減収・増益。

 収入保険料は、団体保険領域における規制
変更に伴う保有減少の一方、個人保険領域
における値上げの効果もあり、ほぼ横ばい。

 基礎利益は、保険金等の支払減少を主因に
増益となったものの、対19年1-3月では減益。

収入保険料

基礎利益

増益*

※ 単体の数値を記載
※ 第1四半期決算では1-3月期を連結反映
＊ 前年数値がマイナス、当年数値がプラスにより、増加率算出不可

192021-1463G，広報部

443 441

20年/1-3月 21年/1-3月

▲0.3％

（19年/1-3月）

（476）

▲85

16
20年/1-3月

21年/1-3月 （19年/1-3月）

（55）

グループ各社の概況国内生命保険事業グループ概況

【参考】 MLC
3
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