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3-2　保険契約に関する指標等

1）保有契約

2）新契約

（1）保有契約及び新契約増加率（件数、金額）

（単位： 件、百万円、％、単位未満四捨五入）

区		分
平成19年度末 平成20年度末

件		数 金		額 件		数 金		額
増加率 増加率 増加率 増加率

個人保険 588,970 − 1,626,980 − 2,445,352 315.2 6,870,755 322.3 
死亡保険 100,893 − 302,365 − 472,700 368.5 1,504,004 397.4 
生死混合保険 488,077 − 1,324,615 − 1,972,652 304.2 5,366,751 305.2 

個人年金保険 61,985 − 216,033 − 243,171 292.3 824,112 281.5 
財形保険 61 − 5 − 130 113.1 29 511.2 
財形年金保険 − − − − 3 − 13 − 

（注1）  財形保険、財形年金保険の件数は被保険者数です。　
（注2）  個人年金保険、財形年金保険の金額は、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金額の合計です。
（注3）  財形保険の金額は、責任準備金額です。

（単位： 件、百万円、％、単位未満四捨五入）

区		分
平成19年度 平成20年度

件		数 金		額 件		数 金		額
増加率 増加率 増加率 増加率

個人保険 591,599 − 1,635,047 − 1,917,207 − 5,424,862 − 
死亡保険 101,557 − 304,437 − 385,440 − 1,243,363 − 
生死混合保険 490,042 − 1,330,610 − 1,531,767 − 4,181,499 − 

個人年金保険 62,080 − 217,262 − 183,134 − 628,755 − 
財形保険 61 − 1 − 77 − 2 − 
財形年金保険 − − − − 3 − 13 − 

（注1）  財形保険、財形年金保険の件数は被保険者数です。　
（注2）  個人年金保険、財形年金保険の金額は、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資です。
（注3）  財形保険の金額は、第１回保険料です。

（2）新契約平均保険金及び保有契約平均保険金（個人保険）
（単位： 千円、単位未満四捨五入）

区　　　分
新契約 保有契約

平成19年度 平成20年度 平成19年度 平成20年度

個人保険 2,764 2,830 2,762 2,810 

死亡保険 2,998 3,226 2,997 3,182 

生死混合保険 2,715 2,730 2,714 2,721 
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（4）解約失効率（対年度始）

（6）死亡率（個人保険基本契約）

（5）個人保険新契約平均保険料（月払契約年換算）

（単位： %）

区　分 平成19年度 平成20年度

個人保険 − 11.2 

個人年金保険 − 3.5 
（注1）  解約失効率は、契約高の減額又は増額及び契約復活高により、解約・失効高を修正して算出した率です。
（注2）  個人年金保険については、年金支払開始前契約の率です。

（単位： ‰）

区　分 平成19年度 平成20年度

件数率 0.07 0.40 

金額率 0.08 0.35 
（注1）  死亡率は、分子を死亡発生契約、分母を経過契約として算出した率です。
（注2）  経過契約は、（年度始保有＋年度末保有＋死亡発生契約）÷２を使用しています。

（単位： 円、単位未満四捨五入）

区　分 平成19年度 平成20年度

個人保険 204,495 209,204 

（3）新契約率（対年度始）
（単位： %）

区　分 平成19年度 平成20年度

個人保険 − 333.4 

個人年金保険 − 291.0 
（注）  年度始保有金額に対する新契約金額の率です。
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（7）特約発生率（個人保険）
（単位： ‰）

区　分 平成19年度 平成20年度

災害死亡保障
件数 0.01 0.05 

金額 0.01 0.04 

障がい保障
件数 0.00 0.02 

金額 0.00 0.00 

傷害入院保障
件数 0.21 1.66 

金額 0.00 0.04 

疾病入院保障
件数 0.97 12.57 

金額 0.01 0.14 

傷害手術保障
件数 0.12 1.02 

金額 0.00 0.01 

疾病手術保障
件数 0.47 5.29 

金額 0.00 0.09 

傷害通院保障
件数 0.02 0.25 

金額 0.00 0.00 

疾病通院保障
件数 0.00 0.44 

金額 0.00 0.00 

介護保障
件数 0.00 0.00 

金額 0.00 0.00 

傷害長期入院保障
件数 − 0.01 

金額 − 0.00 

疾病長期入院保障
件数 − 0.01 

金額 − 0.00 

（注1）  特約発生率は、分子を特約保障発生契約、分母を経過契約として算出した率です。
（注2）  経過契約は、（年度始保有＋年度末保有＋特約保険金10割支払契約）÷２を使用しています。
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（9）保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引き受けた主要な保険会社等の数

（12）未だ収受していない再保険金の額

（10） 保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引き受けた保険会社等のうち、支払再保険料
の額が大きい上位５社に対する支払再保険料の割合

（11） 保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引き受けた主要な保険会社等の格付機関に
よる格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合

平成19年度、平成20年度において、該当ありません。

平成19年度、平成20年度において、該当ありません。

平成19年度、平成20年度において、該当ありません。

平成19年度、平成20年度において、該当ありません。

（13） 第三分野保険の給付事由又は保険種類の区分ごとの、発生保険金額の経過保険料に対する割合
（単位： %）

平成19年度 平成20年度

第三分野発生率 35.8 39.5 

医療（疾病） 32.4 31.4 

がん − − 

介護 9.6 8.7 

その他 46.8 69.9 
（注）  保険種類（特約）単位で主要な第三分野給付の属する区分に分類しています。

（8）事業費率（対収入保険料）
（単位： %）

平成19年度 平成20年度

6.86 6.95




