
コーポレートデータ

連結キャッシュ・フロー計算書
百万円 千米ドル（注）

3月31日に終了した会計年度 2016 2015 2016

営業活動によるキャッシュ・フロー：
税金等調整前当期純利益 ¥ 110,239 ¥ 148,281 $   978,342
賃貸用不動産等減価償却費 4,991 5,176 44,297
減価償却費 10,254 10,305 91,008
減損損失 4,203 1,995 37,307
支払備金の増減額（減少） (5,188) 2,423 (46,044)
責任準備金の増減額（減少） 194,321 482,607 1,724,545
契約者配当準備金積立利息繰入額 65 108 582
契約者配当準備金繰入額（戻入額） 31,920 32,555 283,281
貸倒引当金の増減額（減少） (166) (155) (1,480)
役員賞与引当金の増減額（減少） 38 (18) 339
退職給付に係る負債の増減額（減少） 9,459 (1,385) 83,951
役員退職慰労引当金の増減額（減少） 11 1 103
価格変動準備金の増減額（減少） 20,568 5,150 182,540
利息及び配当金等収入 (290,725) (287,966) (2,580,094)
有価証券関係損益（益） (46,744) (81,906) (414,839)
支払利息 909 1,841 8,069
為替差損益（益） (1,257) (1,541) (11,157)
有形固定資産関係損益（益） 1,294 921 11,488
持分法による投資損益（益） (46) (38) (413)
代理店貸の増減額（増加） (0) 257 (6)
再保険貸の増減額（増加） (286) 46 (2,539)
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（増加） (11,767) (5,376) (104,433)
代理店借の増減額（減少） (379) 175 (3,366)
再保険借の増減額（減少） 87 101 772
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（減少） (3,422) (2,866) (30,371)
その他 31,805 47,468 282,262
小計 60,187 358,164 534,146
利息及び配当金等の受取額 300,736 302,216 2,668,943
利息の支払額 (923) (2,089) (8,191)
契約者配当金の支払額 (36,625) (36,530) (325,043)
その他 18,612 48,908 165,177
法人税等の支払額 (32,545) (53,908) (288,835)
営業活動によるキャッシュ・フロー ¥ 309,441 ¥ 616,760 $ 2,746,197

（注） 2016年3月31日現在の米ドル／円換算為替レートとして、1米ドル＝112.68円を使用しています。
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百万円 千米ドル（注）

3月31日に終了した会計年度 2016 2015 2016

投資活動によるキャッシュ・フロー：
預貯金の純増減額（増加） ¥     1,200 ¥        50 $     10,649
買入金銭債権の取得による支出 (2,000) (4,000) (17,749)
買入金銭債権の売却・償還による収入 31,285 36,869 277,651
金銭の信託の増加による支出 (82,737) (227,080) (734,265)
金銭の信託の減少による収入 200 1,533 1,774
有価証券の取得による支出 (2,098,003) (1,626,796) (18,619,133)
有価証券の売却・償還による収入 1,981,004 1,622,894 17,580,796
貸付けによる支出 (360,390) (445,797) (3,198,356)
貸付金の回収による収入 458,059 462,395 4,065,139
その他 79,743 (259,317) 707,701
資産運用活動計 8,361 (439,248) 74,208
営業活動及び資産運用活動計 317,803 177,512 2,820,406
有形固定資産の取得による支出 (26,648) (27,898) (236,494)
有形固定資産の売却による収入 64 273 576
その他 (342) (182) (3,038)
投資活動によるキャッシュ・フロー (18,563) (467,056) (164,747)
財務活動によるキャッシュ・フロー：
短期社債の純増減額（減少） 0 0 5
借入れによる収入 13,600 13,500 120,695
借入金の返済による支出 (29,746) (48,343) (263,986)
社債の発行による収入 30,150 ̶ 267,571
社債の償還による支出 (31,100) (14,000) (276,002)
リース債務の返済による支出 (397) (606) (3,527)
自己株式の取得による支出 (30,015) (10,010) (266,375)
自己株式の処分による収入 0 0 4
配当金の支払額 (16,650) (16,766) (147,764)
非支配株主への配当金の支払額 (51) (52) (453)
その他 0 0 1
財務活動によるキャッシュ・フロー (64,208) (76,278) (569,831)
現金及び現金同等物に係る換算差額 (1,271) (1,012) (11,287)
現金及び現金同等物の増減額（減少） 225,397 72,413 2,000,331
現金及び現金同等物の期首残高 899,524 827,111 7,983,002
現金及び現金同等物の期末残高 ¥ 1,124,922 ¥   899,524 $  9,983,334
（注） 2016年3月31日現在の米ドル／円換算為替レートとして、1米ドル＝112.68円を使用しています。
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