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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12期

第1四半期累計期間
第13期

第1四半期累計期間
第12期

会計期間
自2017年 4月1日
至2017年6月30日

自2018年 4月1日
至2018年6月30日

自2017年 4月1日
至2018年3月31日

保険料等収入 （百万円） 2,588 2,882 10,616

資産運用収益 （百万円） 54 61 317

保険金等支払金 （百万円） 467 600 1,891

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 136 △90 △197

四半期純利益又は四半期（当期）純損失

（△）
（百万円） 109 △95 △249

持分法を適用した場合の投資利益 （百万円） － － －

資本金 （百万円） 12,136 12,136 12,136

発行済株式総数 （株） 51,145,000 51,145,000 51,145,000

純資産額 （百万円） 13,757 13,391 13,387

総資産額 （百万円） 32,826 36,435 35,541

１株当たり四半期純利益金額又は１株当

たり四半期（当期）純損失金額（△）
（円） 2.13 △1.87 △4.87

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 （％） 41.9 36.8 37.7

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 902 682 3,820

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △927 △1,125 △3,852

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △4 △4 △19

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高
（百万円） 2,974 2,477 2,926

（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．第12期第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第13期第1四半期累計期間及び第12期の潜在株式調

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。
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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

　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166.7%の572百万円、新契約件数は、前年同期比

170.5%の13,285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*1は、前事業年度末比103.4%

の11,529百万円、保有契約件数は、前事業年度末比103.4%の272,830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、6.3%（前年同期6.5%）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、保有契約件数の増加に伴い、前年同期比111.4%の2,882百万円と増加し

ました。また、資産運用収益は、前年同期比112.9%の61百万円となりました。その他経常収益は、10百万円となり

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111.4%の2,954百万円となりました。

　保険金等支払金は、前年同期比128.4%の600百万円となりました。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15.7%から17.7%に増加しました。責任準備金等繰入額は、前年同期比98.6%の899百万円となりま

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34.9%から32.2%となりました。事業費は、前年同期

比137.3%の1,380百万円となりました。事業費のうち、営業費用は前年同期比173.7%の739百万円、保険事務費用は

前年同期比112.8%の188百万円、システムその他費用は前年同期比109.6%の453百万円となりました。その他経常費

用は、前年同期比127.2%の163百万円になりました。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

121.1%の3,045百万円となりました。

　以上の結果、当第1四半期累計期間の経常損益は、前年同期の経常利益136百万円に対して、経常損失90百万円と

なりました。四半期純損益は、前年同期の四半期純利益109百万円に対して、四半期純損失95百万円となりまし

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159百万円のプラスに対して、

77百万円のマイナスとなりました。内訳は、危険差益681百万円、費差損754百万円、利差損5百万円となりまし

た。

 

(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、36,435百万円（前事業年度末35,541百万円）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、29,498百万円となりました。

　負債は、責任準備金が増加したことから、23,044百万円（前事業年度末22,153百万円）となりました。主な勘定

残高は、責任準備金21,656百万円、支払備金425百万円となりました。

　純資産は、13,391百万円（前事業年度末13,387百万円）となり、前事業年度末と同水準になりました。

　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、2,402.5%（前事業年度末2,455.8%）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、事業費の増加及び保険料等収入の増加に

より、682百万円の収入（前年同期902百万円の収入）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、1,125百万円の支出（前年同期927百万円の支出）となりました。また、財務活動による

キャッシュ・フローは、4百万円の支出（前年同期4百万円の支出）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、2,477百万円（前事業年度末2,926百万円）

となりました。
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(3)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。

 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第1四半期累計期間において、当社が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。

 

(5)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】

　当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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）
（2018年6月30日）

提出日現在発行数（株）
（2018年8月10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 51,145,000 51,145,000
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 51,145,000 51,145,000 － －

（注）「提出日現在発行数」には、2018年8月1日から2018年8月10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）

 2018年4月1日～

 2018年6月30日
－ 51,145,000 － 12,136 － 12,136

 

 

(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（2018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】

 2018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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式51,139,900 511,399 －

単元未満株式 普通株式    5,100 － －

発行済株式総数 51,145,000 － －

総株主の議決権 － 511,399 －

 

②【自己株式等】

2018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（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

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（2018年4月1日から2018年6月30日

まで）及び第1四半期累計期間（2018年4月1日から2018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
　　　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を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

(2018年3月31日)
当第1四半期会計期間
(2018年6月30日)

資産の部   

現金及び預貯金 926 977

買入金銭債権 1,999 1,499

金銭の信託 2,567 2,641

有価証券 28,303 29,498

国債 8,398 8,402

地方債 1,505 1,506

社債 13,892 14,997

株式 346 432

その他の証券 4,161 4,158

有形固定資産 109 99

無形固定資産 621 613

代理店貸 4 4

再保険貸 45 89

その他資産 964 1,010

未収金 802 829

その他の資産 162 180

資産の部合計 35,541 36,435

負債の部   

保険契約準備金 21,186 22,082

支払備金 429 425

責任準備金 20,757 21,656

代理店借 59 46

再保険借 108 117

その他負債 581 539

特別法上の準備金 30 33

価格変動準備金 30 33

繰延税金負債 186 225

負債の部合計 22,153 23,044

純資産の部   

資本金 12,136 12,136

資本剰余金 12,136 12,136

利益剰余金 △11,365 △11,461

株主資本合計 12,907 12,812

その他有価証券評価差額金 480 578

評価・換算差額等合計 480 578

純資産の部合計 13,387 13,391

負債及び純資産の部合計 35,541 36,435
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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　2017年4月1日

　至　2017年6月30日)

当第1四半期累計期間
(自　2018年4月1日

　至　2018年6月30日)

経常収益 2,651 2,954

保険料等収入 2,588 2,882

保険料 2,521 2,792

再保険収入 66 89

資産運用収益 54 61

利息及び配当金等収入 51 53

金銭の信託運用益 2 7

その他経常収益 9 10

支払備金戻入額 - 3

その他の経常収益 9 6

経常費用 2,514 3,045

保険金等支払金 467 600

保険金 260 334

給付金 134 159

その他返戻金 - 0

再保険料 73 107

責任準備金等繰入額 912 899

支払備金繰入額 33 -

責任準備金繰入額 879 899

資産運用費用 0 0

支払利息 0 0

事業費 ※ 1,005 ※ 1,380

その他経常費用 128 163

経常利益又は経常損失（△） 136 △90

特別損失 1 2

特別法上の準備金繰入額 1 2

価格変動準備金繰入額 1 2

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 134 △93

法人税及び住民税 25 1

法人税等合計 25 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 109 △95

 

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

 9/17



(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　2017年4月1日

　至　2017年6月30日)

当第1四半期累計期間
(自　2018年4月1日

　至　2018年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失

（△）
134 △93

減価償却費 59 66

支払備金の増減額（△は減少） 33 △3

責任準備金の増減額（△は減少） 879 899

価格変動準備金の増減額（△は減少） 1 2

利息及び配当金等収入 △51 △53

支払利息 0 0

代理店貸の増減額（△は増加） △0 △0

再保険貸の増減額（△は増加） △35 △44

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）
△25 △31

代理店借の増減額（△は減少） △6 △12

再保険借の増減額（△は減少） 4 8

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）
△136 △79

その他 △2 △7

小計 853 651

利息及び配当金等の受取額 52 56

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △3 △25

営業活動によるキャッシュ・フロー 902 682

投資活動によるキャッシュ・フロー   

金銭の信託の増加による支出 △500 －

有価証券の取得による支出 △2,100 △1,642

有価証券の売却・償還による収入 1,770 600

資産運用活動計 △830 △1,041

営業活動及び資産運用活動計 71 △358

有形固定資産の取得による支出 △8 △18

無形固定資産の取得による支出 △88 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー △927 △1,125

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △4 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △4 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29 △448

現金及び現金同等物の期首残高 3,004 2,926

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,974 ※ 2,477

 

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

10/17



【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。

 

（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2017年4月1日
至2017年6月30日）

当第1四半期累計期間

（自2018年4月1日
至2018年6月30日）

 （百万円） （百万円）

営業活動費   

　募集代理店経費 77 97

　選択経費 0 0

　　営業活動費小計 78 97

営業管理費   

　広告宣伝費 184 477

　　営業管理費小計 184 477

一般管理費   

　人件費 355 356

　物件費 386 448

　負担金 1 1

　　一般管理費小計 742 805

　　　合計 1,005 1,380

（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。

 

（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2017年4月1日
至2017年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自2018年4月1日
至2018年6月30日）

現金及び預貯金 974百万円 977百万円

買入金銭債権 1,999 1,499

現金及び現金同等物 2,974 2,477

 

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

11/17



（金融商品関係）

前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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 926 926 －

（2）買入金銭債権 1,999 1,999 0

（3）金銭の信託 2,567 2,567 －

（4）有価証券 28,303 29,796 1,492

満期保有目的の債券 8,226 9,719 1,492

その他有価証券 20,076 20,076 －

（5）その他資産 未収金 802 802 －

 

当第1四半期会計期間（2018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）現金及び預貯金 977 977 －

（2）買入金銭債権 1,499 1,499 0

（3）金銭の信託 2,641 2,641 －

（4）有価証券 29,456 30,974 1,517

満期保有目的の債券 8,725 10,243 1,517

その他有価証券 20,731 20,731 －

（5）その他資産 未収金 829 829 －

（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、2018年6月末日（前事業年度は2018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、2018年6月末日（前事業年度は2018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、注記事項「（金銭の信託関係）」をご参照下さい。

(4)有価証券

　有価証券の時価は、2018年6月末日（前事業年度は2018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、注記事項「（有

価証券関係）」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

（単位：百万円）

区分
前事業年度

（2018年3月31日）

当第1四半期会計期間

（2018年6月30日）

非上場株式 － 42

非上場株式については、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。
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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（2018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 6,726 8,007 1,280

　　地方債 900 1,067 167

　　社債 600 644 44

　その他 1,999 1,999 0

合計 10,226 11,719 1,492

（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（2018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 6,725 8,021 1,296

　　地方債 900 1,073 173

　　社債 1,100 1,148 48

　その他 1,499 1,499 0

合計 10,225 11,742 1,517

（注）四半期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。
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2．その他有価証券

　前事業年度（2018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 1,418 1,671 253

　　地方債 519 605 85

　　社債 13,072 13,292 219

　株式 100 346 246

　その他 4,247 4,161 △86

合計 19,358 20,076 718

 

 

　当第1四半期会計期間（2018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 1,418 1,677 258

　　地方債 519 606 87

　　社債 13,667 13,897 229

　株式 100 390 290

　その他 4,246 4,158 △87

合計 19,952 20,731 778

（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。

 

（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（2018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 2,618 2,567 △51

 

　当第1四半期会計期間（2018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 2,615 2,641 25

 

（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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（1株当たり情報）

1株当たり四半期純利益金額又は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2017年4月1日
至2017年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自2018年4月1日
至2018年6月30日）

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四

半期純損失金額（△）
2.13円 △1.87円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額

（△）（百万円）
109 △95

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利益金額又は四半期

純損失金額（△）（百万円）
109 △95

普通株式の期中平均株式数（株） 51,145,000 51,145,000

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）前第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第1四半期累計期間の潜在株式調整後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）

　　　　　該当事項はありません。

 

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  

 

2018年８月10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

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 平栗　郁朗　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森本　洋平　　㊞

 

　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2018年４月１日から2019年３月31日までの第13期事業年度の第１四半期会計期間（2018年４月１日から

2018年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2018年４月１日から2018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。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　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。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。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。

　四半期レビューにおいては、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して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。

　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。

 

監査人の結論

　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2018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

がすべての重要な点において認められなかった。

 

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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