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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次
第15期

第1四半期累計期間
第16期

第1四半期累計期間
第15期

会計期間
自2020年4月1日
至2020年6月30日

自2021年 4月1日
至2021年6月30日

自2020年 4月1日
至2021年3月31日

保険料等収入 （百万円） 4,633 5,848 20,282

資産運用収益 （百万円） 73 74 433

保険金等支払金 （百万円） 1,236 1,907 6,031

経常損失（△） （百万円） △647 △920 △3,089

四半期（当期）純損失（△） （百万円） △652 △926 △3,114

持分法を適用した場合の投資利益 （百万円） － － －

資本金 （百万円） 12,200 16,738 16,731

発行済株式総数 （株） 51,360,238 60,625,136 60,611,136

純資産額 （百万円） 8,951 15,050 15,806

総資産額 （百万円） 42,298 55,333 54,501

１株当たり四半期（当期）純損失金額

（△）
（円） △12.69 △15.29 △53.87

潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 21.2 27.2 29.0

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 675 496 2,937

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △785 △1,409 △10,435

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △1 12 8,879

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高
（百万円） 1,566 2,158 3,059

（注）1．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

2．保険料等収入、資産運用収益、保険金等支払金には、消費税等は含まれておりません。

3．潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半

期（当期）純損失金額であるため記載しておりません。

4．四半期財務諸表等規則第4条の2第2項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

2【事業の内容】

　当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社におけ

る異動もありません。
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第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

　当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクの重要な変更はありません。

 

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績

　契約の状況

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、前年同期において新契約業績が一時大きく増加したことから、当

第1四半期累計期間の新契約の年換算保険料*1は、前年同期比96.2%の1,123百万円、新契約件数は、前年同期比

97.9%の27,553件となりました。当第1四半期会計期間末の保有契約の年換算保険料は、前事業年度末比104.1%の

19,473百万円、保有契約件数は、前事業年度末比104.2%の458,539件となりました。また、当第1四半期累計期間の

解約失効率*2は、新型コロナウイルス感染症に伴う特別取り扱いの一環として、保険料の払込猶予期間を延長した契

約を一括して失効契約として計上した影響を含み、7.6%（前年同期5.5%）となりました。

*1.年換算保険料とは、1回当たりの保険料について保険料の支払い方法に応じた係数を乗じ、1年当たりの保険料に換算した金額をいいま

す。当社商品の保険料は全て月払いのみとなっているため、1ヶ月当たりの保険料に12を乗じたものを年換算保険料としています。

*2.解約失効率は、解約・失効の件数を月々の保有契約件数の平均で除した比率を年換算した数値です。

 

　収支の状況

　当第1四半期累計期間の保険料等収入は、保有契約の増加に伴う保険料の増加及び修正共同保険式再保険におけ

る再保険収入の増加に伴い、前年同期比126.2%の5,848百万円と増加しました。また、資産運用収益は、前年同期

比101.9%の74百万円となりました。その他経常収益は、19百万円となりました。この結果、当第1四半期累計期間

の経常収益は、前年同期比125.7%の5,942百万円となりました。

　保険金等支払金は、修正共同保険式再保険における再保険料の増加などに伴い、前年同期比154.3%の1,907百万

円となりました。保険金及び給付金支払額の保険料に対する割合は、前年同期の18.1%から19.9%に増加しました。

責任準備金等繰入額は、前年同期比106.3%の1,592百万円となりました。責任準備金繰入額の保険料に対する割合

は、前年同期の38.0%から32.6%となりました。事業費は、広告宣伝費を中心とした営業費用の投下等により前年同

期比126.6%の2,963百万円となりました。事業費のうち、営業費用は前年同期比135.0%の2,033百万円、保険事務費

用は前年同期比126.7%の306百万円、システムその他費用は前年同期比105.1%の622百万円となりました。その他経

常費用は、前年同期比133.5%の400百万円になりました。これらにより、当第1四半期累計期間の経常費用は、前年

同期比127.7%の6,862百万円となりました。

　以上の結果、当第1四半期累計期間の経常利益は、前年同期のマイナス647百万円に対して、マイナス920百万円

となりました。四半期純利益は、前年同期のマイナス652百万円に対して、マイナス926百万円となりました。

　また、生命保険会社の収益性を示す指標のひとつである基礎利益は、前年同期のマイナス562百万円に対して、

マイナス856百万円となりました。内訳は、危険差益901百万円、費差益マイナス1,744百万円、利差益マイナス14

百万円となりました。

　当社は、継続的な新契約業績の成長を目指すとともに、財務健全性の維持を目的として、2019年度から新契約の

一部（以下、出再契約）を対象とした修正共同保険式再保険を行っております。修正共同保険式再保険は、出再契

約のリスク及び収支構造の一部を一定期間再保険会社に移転するもので、当該再保険を活用することで、新契約に

係る費用の負担が、会計上の資本を急激に減少させる状況を緩和することが可能となります。具体的には、当該再

保険では、新契約獲得の初年度に、出再契約に係る新契約費の一部を出再手数料として収受します。そのため、経

常収益が増加します。一方、収受した出再手数料は、再保険貸に資産計上された後、一定の期間において再保険収

支に基づいて段階的に償却されます。そのため、当該期間において、経常利益及び純利益は減少することとなりま

す。再保険貸の償却が完了し、再保険契約を終了させると、その後の出再契約の利益は当社に帰属することとなり

ます。以上により、当第1四半期累計期間においては、当該再保険により経常収益は956百万円増加（前年同期は

558百万円増加）、経常利益及び四半期純利益は206百万円増加（前年同期は212百万円増加）しております。

 

(2)財政状態

　資産、負債及び純資産の状況

　当第1四半期会計期間末の総資産は、55,333百万円（前事業年度末54,501百万円）となりました。主な勘定残高

として、高格付けの公社債を中心とする有価証券は、41,458百万円となりました。また、再保険貸2,762百万円の

うち、修正共同保険式再保険に係る未償却出再手数料の残高は2,563百万円となりました。

　負債は、責任準備金が増加したことから、40,282百万円（前事業年度末38,694百万円）となりました。主な勘定

残高は、責任準備金37,330百万円、支払備金901百万円となりました。

　純資産は、四半期純損失を計上したため、15,050百万円（前事業年度末15,806百万円）となりました。これに

は、修正共同保険式再保険の活用により、利益剰余金を増加させる効果を含んでおり、資本の急激な減少を緩和し
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ております。一方、収受した出再手数料は、再保険貸に資産計上された後、一定の期間において再保険収支に基づ

いて段階的に償却されます。それに応じて、当該期間において、純資産が減少することとなります。

　当第1四半期会計期間末のソルベンシー・マージン比率は、2,599.9%（前事業年度末2,647.1%）となり、充分な

支払余力を維持しています。

 

　キャッシュ・フローの状況

　当第1四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に保険料収入の増加により、496百万円

の収入（前年同期675百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得

により、1,409百万円の支出（前年同期785百万円の支出）となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは、12百万円の収入（前年同期1百万円の支出）となりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期会計期間末残高は、2,158百万円（前事業年度末3,059百万円）

となりました。

 

(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(4)経営方針・経営戦略等

　当第1四半期累計期間において、当社の経営方針・経営戦略の重要な変更はありません。

 

(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第1四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありませ

ん。

 

(6)研究開発活動

　該当事項はありません。

 

 

3【経営上の重要な契約等】

　当社は、2013年4月にSwiss Reグループの再保険会社であるSwiss Reinsurance Company Ltdと締結し、その

後、Swiss Reグループ内の株式所有会社の変更により2017年3月にSwiss Re Life Capital Ltdと締結した業務提携契

約を、2021年4月に契約期間の満了により終了しました。
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第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第1四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年6月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年8月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 60,625,136 60,662,538
東京証券取引所

（マザーズ）

1単元の株式数は100

株です。完全議決権

株式であり、権利内

容に何ら限定のない

当社における標準と

なる株式です。

計 60,625,136 60,662,538 － －

（注）「提出日現在発行数」には、2021年8月1日から2021年8月11日（四半期報告書提出日）までの新株予約権の

行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

 2021年4月1日～

 2021年6月30日
14,000 60,625,136 7 16,738 7 16,738

（注）2021年8月6日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の発行により、発行済株式総

数が37,402株、資本金及び資本準備金がそれぞれ21百万円増加し、発行済株式総数は60,662,538株、資本金

は16,760百万円、資本準備金は16,760百万円となりました。

 

 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】

　当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」は、株主名簿の内容が確認できないため、記載することがで

きないことから、直前の基準日（2021年3月31日）の株主名簿に基づいて記載しております。

 

①【発行済株式】

    2021年6月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 60,604,200 606,042 －

単元未満株式 普通株式 6,836 － －

発行済株式総数  60,611,136 － －

総株主の議決権  － 606,042 －

 

②【自己株式等】

    2021年6月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

（％）

ライフネット生命保険

株式会社

東京都千代田区

麹町二丁目14番地2

麹町NKビル

100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

 

2【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した

事項を除き、該当事項はありません。
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第4【経理の状況】

1．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）並びに同規則第54条及び第73条の規定に基づき「保険業法施行規則」

（平成8年大蔵省令第5号）に準拠して作成しております。

　また、四半期財務諸表等規則第4条の2第2項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

2．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間（2021年4月1日から2021年6月30日

まで）及び第1四半期累計期間（2021年4月1日から2021年6月30日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任

あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

3．四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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1【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2021年3月31日)
当第1四半期会計期間
(2021年6月30日)

資産の部   

現金及び預貯金 2,059 2,158

買入金銭債権 999 －

金銭の信託 5,895 5,890

有価証券 40,007 41,458

国債 9,004 9,006

地方債 1,482 1,484

社債 21,301 22,144

株式 397 391

外国証券 0 100

その他の証券 7,821 8,331

有形固定資産 95 91

無形固定資産 1,252 1,262

代理店貸 9 10

再保険貸 2,569 2,762

その他資産 1,612 1,699

未収金 1,362 1,428

その他の資産 250 270

資産の部合計 54,501 55,333

負債の部   

保険契約準備金 36,639 38,231

支払備金 837 901

責任準備金 35,801 37,330

代理店借 69 66

再保険借 301 318

その他負債 1,234 1,150

特別法上の準備金 76 81

価格変動準備金 76 81

繰延税金負債 373 434

負債の部合計 38,694 40,282

純資産の部   

資本金 16,731 16,738

資本剰余金 16,731 16,738

利益剰余金 △18,616 △19,543

自己株式 △0 △0

株主資本合計 14,846 13,933

その他有価証券評価差額金 960 1,117

評価・換算差額等合計 960 1,117

純資産の部合計 15,806 15,050

負債及び純資産の部合計 54,501 55,333
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(2)【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第1四半期累計期間
(自　2020年4月1日

　至　2020年6月30日)

当第1四半期累計期間
(自　2021年4月1日

　至　2021年6月30日)

経常収益 4,726 5,942

保険料等収入 4,633 5,848

保険料 3,940 4,693

再保険収入 693 1,155

資産運用収益 73 74

利息及び配当金等収入 58 68

金銭の信託運用益 12 6

有価証券売却益 2 －

その他経常収益 19 19

支払備金戻入額 3 －

その他の経常収益 16 19

経常費用 5,374 6,862

保険金等支払金 1,236 1,907

保険金 447 605

給付金 267 328

その他返戻金 0 0

再保険料 521 973

責任準備金等繰入額 1,497 1,592

支払備金繰入額 － 63

責任準備金繰入額 1,497 1,528

資産運用費用 0 0

支払利息 0 0

為替差損 － 0

事業費 ※ 2,341 ※ 2,963

その他経常費用 299 400

経常損失（△） △647 △920

特別損失 3 5

特別法上の準備金繰入額 3 5

価格変動準備金繰入額 3 5

税引前四半期純損失（△） △651 △925

法人税及び住民税 0 0

法人税等合計 0 0

四半期純損失（△） △652 △926
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第1四半期累計期間
(自　2020年4月1日

　至　2020年6月30日)

当第1四半期累計期間
(自　2021年4月1日

　至　2021年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △651 △925

減価償却費 76 114

支払備金の増減額（△は減少） △3 63

責任準備金の増減額（△は減少） 1,497 1,528

価格変動準備金の増減額（△は減少） 3 5

利息及び配当金等収入 △58 △68

有価証券関係損益（△は益） △2 －

支払利息 0 0

代理店貸の増減額（△は増加） 2 △1

再保険貸の増減額（△は増加） △221 △192

その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）

の増減額（△は増加）
△68 △90

代理店借の増減額（△は減少） 18 △3

再保険借の増減額（△は減少） 14 16

その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）

の増減額（△は減少）
△9 △129

その他 2 4

小計 600 321

利息及び配当金等の受取額 80 180

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △4 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 675 496

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,299 △1,339

有価証券の売却・償還による収入 602 100

資産運用活動計 △697 △1,238

営業活動及び資産運用活動計 △21 △742

有形固定資産の取得による支出 △10 △2

無形固定資産の取得による支出 △78 △167

投資活動によるキャッシュ・フロー △785 △1,409

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 14

自己株式の取得による支出 △0 －

リース債務の返済による支出 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110 △900

現金及び現金同等物の期首残高 1,677 3,059

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,566 ※ 2,158
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと

交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はあ

りません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな

会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。

 

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積もりに用いた仮定については、当第1四半期累計期間におい

て、重要な変更はありません。

 

（四半期損益計算書関係）

※ 事業費の内訳は次のとおりであります。

 
前第1四半期累計期間

（自2020年4月1日
至2020年6月30日）

当第1四半期累計期間

（自2021年4月1日
至2021年6月30日）

 （百万円） （百万円）

営業活動費   

　募集代理店経費 187 144

　選択経費 1 0

　　営業活動費小計 188 145

営業管理費   

　広告宣伝費 1,087 1,659

　　営業管理費小計 1,087 1,659

一般管理費   

　人件費 456 474

　物件費 608 682

　負担金 1 1

　　一般管理費小計 1,065 1,158

　　　合計 2,341 2,963

（注）1. 一般管理費・物件費の主なものは、保険事務・システム等の契約の維持・管理に際して必要な経費等で

あります。

     2. 負担金は、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負担金であります。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 

 
前第1四半期累計期間
（自2020年4月1日
至2020年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自2021年4月1日
至2021年6月30日）

現金及び預貯金 1,566百万円 2,158百万円

現金及び現金同等物 1,566 2,158

 

（金融商品関係）

現金及び預貯金、買入金銭債権並びに未収金勘定は、短期間で決済されるため、それらの時価は帳簿価額と近

似していることから、注記を省略しております。

 

前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

（1）金銭の信託 5,895 5,895 －

（2）有価証券 39,988 41,521 1,533

満期保有目的の債券 10,001 11,535 1,533

その他有価証券 29,986 29,986 －

 

当第1四半期会計期間（2021年6月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 四半期貸借対照表計上額 時価 差額

（1）金銭の信託 5,890 5,890 －

（2）有価証券 41,398 42,950 1,551

満期保有目的の債券 9,999 11,551 1,551

その他有価証券 31,399 31,399 －

（注）1.前事業年度において、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の貸借対照表計上額は次の

とおりであり、(2)「有価証券」に含めておりません。

（単位：百万円）

区分
前事業年度

（2021年3月31日）

　株式 19

　外国証券 0

 

2.当第1四半期会計期間において、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、(2)「有

価証券」に含めておりません。

（単位：百万円）

区分
当第1四半期会計期間

（2021年6月30日）

子会社・関連会社株式 40

その他有価証券 19

　国内株式 19

　外国株式 0

合計 59
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（有価証券関係）

1．満期保有目的の債券

　前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

　公社債    

　　国債 7,701 8,942 1,240

　　地方債 1,000 1,192 192

　　社債 1,299 1,400 100

　その他 999 999 －

合計 11,001 12,535 1,533

（注）貸借対照表において買入金銭債権として計上し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。

 

　当第1四半期会計期間（2021年6月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 四半期貸借対照表計上額 時価 差額

　公社債    

　　国債 7,700 8,965 1,264

　　地方債 1,000 1,195 195

　　社債 1,299 1,390 91

合計 9,999 11,551 1,551

 

 

EDINET提出書類

ライフネット生命保険株式会社(E26327)

四半期報告書

13/18



2．その他有価証券

　前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 取得原価 貸借対照表計上額 差額

　公社債    

　　国債 1,108 1,302 194

　　地方債 417 482 65

　　社債 19,833 20,002 168

　株式 100 377 277

　その他 7,714 7,821 107

合計 29,173 29,986 813

（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。

 

　当第1四半期会計期間（2021年6月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 取得原価 四半期貸借対照表計上額 差額

　公社債    

　　国債 1,108 1,306 198

　　地方債 416 484 68

　　社債 20,630 20,844 214

　株式 100 331 230

　外国証券 100 100 －

　その他 8,112 8,331 218

合計 30,469 31,399 930

（注）市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。

 

（金銭の信託関係）

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）

　前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 取得原価 貸借対照表計上額 差額

その他の金銭の信託 5,375 5,895 520

 

　当第1四半期会計期間（2021年6月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 取得原価 四半期貸借対照表計上額 差額

その他の金銭の信託 5,268 5,890 621

 

（デリバティブ取引関係）

　　　　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、生命保険事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

　重要性が乏しいため注記を省略しております。

 

（1株当たり情報）

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第1四半期累計期間
（自2020年4月1日
至2020年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自2021年4月1日
至2021年6月30日）

1株当たり四半期純損失金額（△） △12.69円 △15.29円

（算定上の基礎）   

　四半期純損失金額（△）（百万円） △652 △926

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る四半期純損失金額（△）（百万円） △652 △926

　普通株式の期中平均株式数（株） 51,360,217 60,617,471

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た

り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純

損失金額であるため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

（譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行）

　当社は、2021年7月14日開催の取締役会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うこと

について決定し、2021年8月6日に払込が完了いたしました。

 

1.発行の目的及び理由

当社は、譲渡制限付株式報酬制度（以下、本制度）を導入しております。本制度は、当社の取締役（監査等委員

である取締役及び社外取締役を除く。以下、対象取締役）を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ

ンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。本制度では、

譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、2021年6月20日開催の第15回

定時株主総会において承認された報酬枠の範囲内にて金銭報酬債権を支給いたします。

 

2.発行の概要

(1)払込期日 2021年8月6日

(2)発行する株式の種類及び数 当社普通株式 37,402株

(3)発行価額 1株につき 1,171円

(4)発行総額 43,797,742円

(5)資本組入額 1株につき 585.5円

(6)資本組入額の総額 21,898,871円

(7)株式の割当て対象者及びその人数

並びに割り当てる株式の数

当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 4名

37,402株

(8)譲渡制限期間 2021年8月6日から2024年8月5日まで

(9)その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出

しております。

 

 

2【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年８月11日

ライフネット生命保険株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 秋山　範之　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 廣瀬　文人　　㊞

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているライフネット生

命保険株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第16期事業年度の第１四半期会計期間（2021年４月１日から

2021年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ライフネット生命保険株式会社の2021年６月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務

諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、

四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠

していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められ

ないかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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