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1.  平成23年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）平成22年３月期中間期においては、金融商品取引法に基づく中間連結財務諸表を作成していないため、平成22年３月期中間期の記載及び平成23年
３月期中間期の対前年中間期増減率の記載をしておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成22年３月期の１株当たり純資産欄には、純資産から少数株主持分を除いた上で、組織変更時の発行株式総数1,000万株で除した数値を記載して
おります。 
 

(1) 連結経営成績 （％表示は、対前年中間期増減率）

経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期中間期 2,262,676 ― 101,092 ― 29,443 ―

22年3月期中間期 ― ― ― ― ― ―

1株当たり中間純利益
潜在株式調整後1株当たり中間純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期中間期 2,944.35 ―

22年3月期中間期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期中間期 32,054,192 937,648 2.9 92,634.38
22年3月期 32,104,248 964,193 3.0 95,238.94

（参考） 自己資本   23年3月期中間期  926,343百万円 22年3月期  952,389百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

平成22年３月期においては、組織変更時の定款附則第２条の規定に基づき平成22年４月16日を基準日として、第１回株主配当（１株当たり1,000円00銭）を
実施いたしました。 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― ― ― ― ―

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 1,600.00 1,600.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
平成23年３月期（通期）の連結業績予想につきましては、平成22年５月14日発表の予想数値から変更はございません。  

経常収益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,326,000 △18.3 195,000 3.6 50,000 △10.2 5,000.00



(1) 当中間期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当中間期における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）当中間期における「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載される中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原
則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成22年４月１日の組織変更時に普通株式を1,000万株発行しております。 

4.  その他 （詳細は、添付資料 Ｐ．５「２．その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期中間期 10,000,000株 22年3月期  ―株

② 期末自己株式数 23年3月期中間期  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（中間期） 23年3月期中間期 10,000,000株 22年3月期中間期 ―株

（個別業績の概要） 

1.  平成23年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）平成22年３月期中間期においては、金融商品取引法に基づく中間財務諸表を作成していないため、平成22年３月期中間期の記載及び平成23年３月
期中間期の対前年中間期増減率の記載をしておりません。 

(2) 個別財政状態 

（注）平成22年３月期の１株当たり純資産欄には、純資産を組織変更時の発行株式総数1,000万株で除した数値を記載しております。  
 

(1) 個別経営成績 （％表示は、対前年中間期増減率）

経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期中間期 2,094,396 ― 106,222 ― 34,157 ―

22年3月期中間期 ― ― ― ― ― ―

1株当たり中間純利益
円 銭

23年3月期中間期 3,415.74
22年3月期中間期 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期中間期 30,667,565 977,117 3.2 97,711.76
22年3月期 30,822,467 1,000,307 3.2 100,030.71

（参考） 自己資本 23年3月期中間期  977,117百万円 22年3月期  1,000,307百万円

2.  平成23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

※中間監査手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく中間監査手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく中
間連結財務諸表及び中間財務諸表の中間監査が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

経常収益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,972,000 △8.3 209,000 7.9 62,000 2.0 6,200.00
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※ 当社は、機関投資家・アナリスト向け電話説明会を平成22年11月12日(金)17：30に開催する

予定です。当説明会の資料については、TDnet及び当社ホームページにて開示する予定です。 
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経常収益は、保険料等収入１兆6,651億円、資産運用収益4,580億円、その他経常収益1,394億円を合計した結果、

２兆2,626億円となりました。保険料等収入は、当社の個人保険の新契約に係る保険料収入が前年同期比で増加した

ものの、第一フロンティア生命保険株式会社の個人年金保険の販売が減少したことにより、前年同期比で減少いた

しました。また、資産運用収益は、金融市場環境の悪化に伴い、特別勘定資産の時価が下落し、特別勘定資産運用

益が運用損となったこと等により、前年同期比で減少いたしました。 

一方、経常費用は、保険金等支払金１兆2,638億円、責任準備金等繰入額2,722億円、資産運用費用2,070億円、事

業費2,158億円、その他経常費用2,026億円を合計した結果、２兆1,615億円となりました。責任準備金等繰入額は、

第一フロンティア生命保険株式会社の個人年金保険の販売が減少したこと及び金融市場環境の悪化に伴い、特別勘

定資産運用益が計上されず、特別勘定資産運用損を計上したことに応じて責任準備金の繰入が減少したこと等によ

り、前年同期比で減少いたしました。また、資産運用費用は、特別勘定資産運用損を937億円計上したこと等によ

り、前年同期比で増加いたしました。 

この結果、経常利益は1,010億円となりました。また、経常利益に、特別利益、特別損失、契約者配当準備金繰入

額、法人税及び住民税等、法人税等調整額並びに少数株主損失を加減した中間純利益は294億円となりました。 

  

当連結中間会計期間末の資産合計は、32兆541億円（前連結会計年度末比0.2％減）となりました。  

主な資産構成は、有価証券が25兆3,835億円（同0.9％増）、貸付金が３兆7,652億円（同1.8％減）、有形固定資

産が１兆2,862億円（同3.4％増）であります。有価証券は、株価の下落や株式の売却により株式残高は減少したも

のの、国内金利の低下により公社債の時価が増加したこと及びヘッジ外債への投資を増加したこと等により、前連

結会計年度末比で増加いたしました。 

負債合計は、前連結会計年度末比で減少し、31兆1,165億円（同0.1％減）となりました。一方、負債の大部分を

占める保険契約準備金は29兆4,505億円（同1.2％増）となりました。 

純資産合計は、9,376億円（同2.8％減）となりました。純資産合計のうち、その他有価証券評価差額金は、株価

の下落や円高等により、4,170億円（同9.8％減）となりました。  

  

平成23年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、平成22年10月29日公表の「業績予想の修正

に関するお知らせ」のとおり修正を行っておりますが、今後の経済・金融情勢等の動向は依然として不透明である

こと等から、平成23年３月期通期業績予想につきましては、平成22年５月14日発表の予想数値から変更はございま

せん。 

  

参考として、連結業績に影響の大きい当社及び当社子会社である第一フロンティア生命保険株式会社について

記載いたします。 

経常収益は、保険料等収入１兆5,017億円、資産運用収益4,563億円、その他経常収益1,362億円を合計した結

果、２兆943億円となりました。保険料等収入は、個人保険の新契約に係る保険料収入が増加したこと等によ

り、前年同期比で増加いたしました。また、資産運用収益は、金融市場環境の悪化に伴い、特別勘定資産の時価

が下落し、特別勘定資産運用益が運用損となったこと等により、前年同期比で減少いたしました。 

一方、経常費用は、保険金等支払金１兆2,236億円、責任準備金等繰入額1,635億円、資産運用費用1,908億

円、事業費2,102億円、その他経常費用1,999億円を合計した結果、１兆9,881億円となりました。責任準備金等

繰入額は、金融市場環境の悪化に伴い、特別勘定資産運用益が計上されず、特別勘定資産運用損を計上したこと

１. 当中間期に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する分析

(2) 連結財政状態に関する分析

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

（参考）個別業績の概要 

(1) 当社に関する事項

① 経営成績に関する分析
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に応じて責任準備金の繰入が減少したこと等により、前年同期比で減少いたしました。資産運用費用は、特別

勘定資産運用損を計上したこと等により、前年同期比で増加いたしました。 

この結果、経常利益は1,062億円となりました。また、中間純利益は341億円となりました。 

なお、生命保険本業における期間収益を示す指標の一つである基礎利益は、利息及び配当金等収入の減少等に

より、前年同期比で減少し、1,373億円となりました。 

  

当中間会計期間末の資産合計は、30兆6,675億円（前事業年度末比0.5％減）となりました。 

主な資産構成は、有価証券が24兆1,242億円（同0.6％増）、貸付金が３兆7,646億円（同1.8％減）、有形固定

資産が１兆2,858億円（同3.4％増）であります。有価証券は、株価の下落や株式の売却により株式残高は減少し

たものの、国内金利の低下により公社債の時価が増加したこと及びヘッジ外債への投資を増加したこと等によ

り、前事業年度末比で増加いたしました。 

負債合計は、前事業年度末比で減少し、29兆6,904億円（同0.4％減）となりました。一方、負債の大部分を占

める保険契約準備金は28兆338億円（同0.8％増）となりました。 

純資産合計は、9,771億円（同2.3％減）となりました。純資産合計のうち、その他有価証券評価差額金は、株

価の下落や円高等により、4,146億円（同10.1％減）となりました。 

なお、保険金等の支払余力を示すソルベンシー・マージン比率は、株式の売却等に伴う株式残高の減少及び相

場下落に備えた金融派生商品のヘッジポジション積み増し等により、資産運用に係るリスクが減少した結果、前

事業年度末比で上昇し、1,022.5％（前事業年度末は953.5％）となりました。 

  

個人保険・個人年金保険を合わせた新契約高は、株式会社化に伴うお知らせ訪問活動の効果等により、前年同

期に比べて3,387億円増加し、３兆5,805億円（前年同期比10.5％増）となり、解約・失効高についても大幅に減

少いたしました。 

個人保険・個人年金保険を合わせた保有契約高は、前事業年度末に比べて２兆9,418億円減少し、154兆8,299

億円（前事業年度末比1.9％減）となりました。 

個人保険・個人年金保険を合わせた新契約年換算保険料は、前年同期に比べて50億円増加し、619億円（前年

同期比8.9％増）となりました。また、保有契約年換算保険料は、前事業年度末に比べて34億円減少し、２兆170

億円（前事業年度末比0.2％減）となりました。なお、医療保障・生前給付保障等の第三分野の保有契約年換算

保険料は、前事業年度末に比べて38億円増加し、4,986億円（同0.8％増）となりました。 

団体保険の保有契約高は、前事業年度末に比べて8,041億円減少し、53兆2,469億円（同1.5％減）となりまし

た。団体年金保険については、株価下落を受けて特別勘定資産の残高が減少したこと等により、保有契約高は前

事業年度末に比べて624億円減少し、６兆1,298億円（同1.0％減）となりました。 

  

経常収益は、保険料等収入1,616億円、資産運用収益50億円等を合計した結果、1,666億円となりました。保険

料等収入は、前年同期の販売実績が特殊要因（競合他社が変額年金保険事業から撤退したこと等により、販売が

同社を含む特定の保険会社に集中したこと等）により大幅に増加したことの反動に加え、当中間会計期間の金融

市場が低迷したこと等により、前年同期比で減少いたしました。また、資産運用収益は、金融市場環境の悪化に

より、特別勘定資産運用益が運用損となったこと等から前年同期比で減少いたしました。 

一方、経常費用は、保険金等支払金396億円、責任準備金等繰入額1,081億円、資産運用費用187億円、事業費

61億円、その他経常費用４億円を合計した結果、1,731億円となりました。責任準備金等繰入額は、個人年金保

険の販売が減少したこと等により、前年同期比で減少いたしました。 

この結果、経常損失は64億円となりました。また、中間純損失は61億円となりました。 

② 財政状態に関する分析

③ 契約業績に関する分析

(2) 第一フロンティア生命保険株式会社に関する事項

① 経営成績に関する分析
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なお、生命保険本業における期間収益を示す指標の一つである基礎利益は、金融市場環境の悪化に伴い、変額

年金保険の最低保証に関する責任準備金繰入が発生したこと等により、△93億円となりました。 

  

当中間会計期間末の資産合計は、１兆5,265億円（前事業年度末比7.3％増）となりました。 

主な資産構成は、有価証券が１兆4,115億円（同7.5％増）であります。有価証券の増加は、変額年金保険の販

売に伴うその他の証券（特別勘定における投資信託）の増加が主な要因であります。 

負債合計は、１兆4,137億円（同8.3％増）となりました。その大部分を占める保険契約準備金は１兆4,084億

円（同8.3％増）となりました。 

純資産合計は、1,127億円（同4.0％減）となりました。 

なお、保険金等の支払余力を示すソルベンシー・マージン比率は、金融市場環境の悪化に伴うヘッジポジショ

ンの拡大等により、前事業年度末比で上昇し、1,518.8％（前事業年度末は1,187.3％）となりました。 

  

新契約高は、前年同期に比べて3,873億円減少し、1,386億円（前年同期比73.6％減）となりました。これは、

前年同期の販売実績が特殊要因（競合他社が変額年金保険事業から撤退したこと等により、販売が同社を含む特

定の保険会社に集中したこと等）により大幅に増加したことの反動に加え、当中間会計期間の金融市場が低迷し

たこと等によるものであります。保有契約高は、前事業年度末に比べて1,063億円増加し、１兆3,872億円（前事

業年度末比8.3％増）となりました。 

新契約年換算保険料は、前年同期に比べて400億円減少し、149億円（前年同期比72.8％減）となりました。ま

た、保有契約年換算保険料は、前事業年度末に比べて131億円増加し、1,415億円（前事業年度末比10.2％増）と

なりました。 

  

② 財政状態に関する分析

③ 契約業績に関する分析
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該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日）を適用し

ております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、経常利益が52百万円、税金等調整前中間純利益が4,126百万円減

少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は3,247百万円であります。 

  

純資産の部については、前連結会計年度では生命保険相互会社様式で表示しておりましたが、当中間連結会計

期間からは、株式会社に組織変更したため、生命保険株式会社様式により記載しております。 

  

  

２. その他

(1) 当中間期中における重要な子会社の異動の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 資産除去債務に関する会計基準

② その他
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３. 中間連結財務諸表 
 (1) 中間連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当中間連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金及び預貯金 220,764 188,208

コールローン 166,700 249,100

買入金銭債権 309,293 289,885

金銭の信託 70,168 55,685

有価証券 25,383,566 25,147,356

貸付金 3,765,232 3,834,955

有形固定資産 1,286,217 1,244,006

無形固定資産 104,457 105,381

再保険貸 46,939 45,828

その他資産 353,039 608,753

繰延税金資産 350,663 339,534

支払承諾見返 18,451 17,787

貸倒引当金 △21,006 △21,111

投資損失引当金 △294 △1,123

資産合計 32,054,192 32,104,248

負債の部   

保険契約準備金 29,450,532 29,112,220

支払備金 144,263 150,313

責任準備金 28,899,257 28,632,692

契約者配当準備金 407,011 －

社員配当準備金 － 329,214

再保険借 1,172 871

社債 41,901 46,510

その他負債 931,713 1,213,370

退職給付引当金 420,666 411,440

役員退職慰労引当金 3,227 3,336

時効保険金等払戻引当金 879 1,100

契約者配当引当金 － 92,500

特別法上の準備金 122,554 115,528

価格変動準備金 122,554 115,528

繰延税金負債 1,550 682

再評価に係る繰延税金負債 123,893 124,706

支払承諾 18,451 17,787

負債合計 31,116,544 31,140,054
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(単位：百万円)

当中間連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

資本金 210,200 －

資本剰余金 210,200 －

利益剰余金 158,963 －

株主資本合計 579,363 －

基金償却積立金 － 420,000

再評価積立金 － 248

連結剰余金 － 138,469

基金等合計 － 558,718

その他有価証券評価差額金 417,034 462,289

繰延ヘッジ損益 △2,800 △2,008

土地再評価差額金 △64,738 △63,540

為替換算調整勘定 △2,515 △3,069

評価・換算差額等合計 346,980 393,671

少数株主持分 11,304 11,804

純資産合計 937,648 964,193

負債純資産合計 32,054,192 32,104,248
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 (2) 中間連結損益計算書 

(単位：百万円)

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

経常収益 2,262,676 5,294,004

保険料等収入 1,665,198 3,704,259

資産運用収益 458,014 1,247,203

利息及び配当金等収入 338,204 708,453

商品有価証券運用益 － 1,336

金銭の信託運用益 1,598 －

売買目的有価証券運用益 301 －

有価証券売却益 101,745 242,745

有価証券償還益 985 4,472

金融派生商品収益 14,842 －

その他運用収益 336 561

特別勘定資産運用益 － 289,633

その他経常収益 139,463 342,542

経常費用 2,161,584 5,105,793

保険金等支払金 1,263,834 2,656,900

保険金 385,195 777,372

年金 213,007 478,855

給付金 265,851 538,923

解約返戻金 317,450 671,927

その他返戻金等 82,329 189,822

責任準備金等繰入額 272,240 1,194,284

責任準備金繰入額 267,221 1,183,883

契約者配当金積立利息繰入額 5,019 －

社員配当金積立利息繰入額 － 10,401

資産運用費用 207,034 340,350

支払利息 5,701 12,725

金銭の信託運用損 － 9,616

売買目的有価証券運用損 － 2,930

有価証券売却損 61,837 207,894

有価証券評価損 6,867 7,824

有価証券償還損 1,033 2,470

金融派生商品費用 － 16,772

為替差損 13,099 18,510

貸倒引当金繰入額 － 10,299

投資損失引当金繰入額 － 1,123

貸付金償却 447 573

賃貸用不動産等減価償却費 7,397 15,016

その他運用費用 16,915 34,591

特別勘定資産運用損 93,734 －

事業費 215,819 475,835

その他経常費用 202,655 438,423

経常利益 101,092 188,211
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(単位：百万円)

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益 3,860 336

固定資産等処分益 3,176 166

貸倒引当金戻入額 75 －

投資損失引当金戻入額 480 －

償却債権取立益 127 169

その他 0 0

特別損失 14,468 116,583

固定資産等処分損 583 1,857

減損損失 2,784 4,897

契約者配当引当金繰入額 － 92,500

価格変動準備金繰入額 7,026 14,050

基金繰上償却損 － 2,372

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,074 －

その他 0 906

契約者配当準備金繰入額 41,249 －

税金等調整前中間純利益 49,235 －

税金等調整前当期純剰余 － 71,964

法人税及び住民税等 5,648 911

法人税等調整額 14,784 16,092

法人税等合計 20,432 17,003

少数株主損益調整前中間純利益 28,802 －

少数株主損失（△） △640 △703

中間純利益 29,443 －

当期純剰余 － 55,665
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 (3) 中間連結株主資本等変動計算書又は連結基金等変動計算書 

(単位：百万円)

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結基金等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 210,200 －

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 210,200 －

資本剰余金   

当期首残高 210,200 －

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 210,200 －

利益剰余金   

当期首残高 138,318 －

当中間期変動額   

剰余金の配当 △10,000 －

中間純利益 29,443 －

土地再評価差額金の取崩 1,197 －

その他 3 －

当中間期変動額合計 20,644 －

当中間期末残高 158,963 －

株主資本合計   

当期首残高 558,718 －

当中間期変動額   

剰余金の配当 △10,000 －

中間純利益 29,443 －

土地再評価差額金の取崩 1,197 －

その他 3 －

当中間期変動額合計 20,644 －

当中間期末残高 579,363 －

基金等   

基金   

前期末残高 － 120,000

当期変動額   

基金の償却 － △120,000

当期変動額合計 － △120,000

当期末残高 － －
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(単位：百万円)

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結基金等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

基金償却積立金   

前期末残高 － 300,000

当期変動額   

基金償却積立金の積立 － 120,000

当期変動額合計 － 120,000

当期末残高 － 420,000

再評価積立金   

前期末残高 － 248

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 － 248

連結剰余金   

前期末残高 － 265,787

当期変動額   

社員配当準備金の積立 － △64,963

基金償却積立金の積立 － △120,000

基金利息の支払 － △2,328

当期純剰余 － 55,665

土地再評価差額金の取崩 － 1,242

連結子会社の増資による持分変動差額 － 2,457

その他 － 607

当期変動額合計 － △127,317

当期末残高 － 138,469

基金等合計   

前期末残高 － 686,035

当期変動額   

社員配当準備金の積立 － △64,963

基金償却積立金の積立 － －

基金利息の支払 － △2,328

当期純剰余 － 55,665

基金の償却 － △120,000

土地再評価差額金の取崩 － 1,242

連結子会社の増資による持分変動差額 － 2,457

その他 － 607

当期変動額合計 － △127,317

当期末残高 － 558,718
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(単位：百万円)

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結基金等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 462,289 △47,349

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△45,255 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － 509,639

当中間期変動額合計 △45,255 509,639

当中間期末残高 417,034 462,289

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △2,008 △357

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△791 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － △1,651

当中間期変動額合計 △791 △1,651

当中間期末残高 △2,800 △2,008

土地再評価差額金   

当期首残高 △63,540 △62,297

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△1,197 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － △1,242

当中間期変動額合計 △1,197 △1,242

当中間期末残高 △64,738 △63,540

為替換算調整勘定   

当期首残高 △3,069 △2,514

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

553 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － △554

当中間期変動額合計 553 △554

当中間期末残高 △2,515 △3,069

評価・換算差額等合計   

当期首残高 393,671 △112,519

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△46,690 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － 506,190

当中間期変動額合計 △46,690 506,190

当中間期末残高 346,980 393,671
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(単位：百万円)

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結基金等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

少数株主持分   

当期首残高 11,804 6,412

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△499 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － 5,391

当中間期変動額合計 △499 5,391

当中間期末残高 11,304 11,804

純資産合計   

当期首残高 964,193 579,928

当中間期変動額   

剰余金の配当 △10,000 －

中間純利益 29,443 －

社員配当準備金の積立 － △64,963

基金償却積立金の積立 － －

基金利息の支払 － △2,328

当期純剰余 － 55,665

基金の償却 － △120,000

土地再評価差額金の取崩 1,197 1,242

連結子会社の増資による持分変動差額 － 2,457

その他 3 607

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△47,190 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － 511,582

当中間期変動額合計 △26,545 384,264

当中間期末残高 937,648 964,193
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該当事項はありません。  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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４. 中間財務諸表 
 (1) 中間貸借対照表 

(単位：百万円)

当中間会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金及び預貯金 203,458 168,804

現金 868 931

預貯金 202,589 167,872

コールローン 157,900 228,800

買入金銭債権 309,293 289,885

金銭の信託 19,971 22,258

有価証券 24,124,270 23,987,934

国債 10,856,228 10,688,290

地方債 318,476 324,082

社債 2,345,885 2,324,075

株式 3,141,733 3,598,019

外国証券 7,113,543 6,678,934

その他の証券 348,403 374,532

貸付金 3,764,626 3,834,365

保険約款貸付 556,599 571,443

一般貸付 3,208,026 3,262,921

一般貸付金 3,182,892 3,237,583

信託貸付金 25,133 25,337

有形固定資産 1,285,887 1,243,607

土地 843,927 814,807

建物（純額） 398,513 408,325

リース資産（純額） 949 642

建設仮勘定 38,831 15,766

その他（純額） 3,665 4,065

無形固定資産 105,789 106,602

ソフトウエア 72,268 73,078

その他 33,521 33,524

再保険貸 2,405 1,309

その他資産 348,066 605,642

未収金 38,051 293,417

前払費用 18,886 15,251

未収収益 123,528 129,893

預託金 42,580 43,079

先物取引差入証拠金 14,161 16,413

先物取引差金勘定 67 －

金融派生商品 78,566 76,141

仮払金 15,705 15,164

その他の資産 16,518 16,281

繰延税金資産 348,725 337,687

支払承諾見返 18,451 17,787

貸倒引当金 △20,985 △21,095

投資損失引当金 △294 △1,123

資産合計 30,667,565 30,822,467
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(単位：百万円)

当中間会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

保険契約準備金 28,033,842 27,803,736

支払備金 143,459 149,682

責任準備金 27,483,371 27,324,838

契約者配当準備金 407,011 －

社員配当準備金 － 329,214

再保険借 562 525

社債 41,901 46,510

その他負債 926,399 1,206,894

債券貸借取引受入担保金 382,305 390,728

借入金 313,013 313,014

未払法人税等 1,155 571

未払金 39,629 282,582

未払費用 36,546 36,974

前受収益 1,424 1,410

預り金 55,537 55,342

預り保証金 33,377 34,761

先物取引差金勘定 7 57

金融派生商品 55,780 87,677

リース債務 949 642

資産除去債務 3,261 －

仮受金 3,295 3,080

その他の負債 115 51

退職給付引当金 418,854 409,639

役員退職慰労引当金 3,208 3,307

時効保険金等払戻引当金 879 1,100

契約者配当引当金 － 92,500

特別法上の準備金 122,453 115,453

価格変動準備金 122,453 115,453

再評価に係る繰延税金負債 123,893 124,706

支払承諾 18,451 17,787

負債合計 29,690,448 29,822,160
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(単位：百万円)

当中間会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

資本金 210,200 －

資本剰余金 210,200 －

資本準備金 210,200 －

利益剰余金 209,652 －

利益準備金 5,600 －

その他利益剰余金 204,052 －

危険準備積立金 43,120 －

価格変動積立金 65,000 －

不動産圧縮積立金 18,113 －

繰越利益剰余金 77,818 －

株主資本合計 630,052 －

基金償却積立金 － 420,000

再評価積立金 － 248

剰余金 － 184,448

損失てん補準備金 － 5,600

その他剰余金 － 178,848

危険準備積立金 － 43,139

価格変動積立金 － 55,000

社会公共事業助成資金 － 9

保健文化賞資金 － 8

緑の 環境デザイン賞資金 － 14

不動産圧縮積立金 － 16,420

別途積立金 － 100

中間未処分剰余金 － 64,157

基金等合計 － 604,697

その他有価証券評価差額金 414,603 461,158

繰延ヘッジ損益 △2,800 △2,008

土地再評価差額金 △64,738 △63,540

評価・換算差額等合計 347,064 395,609

純資産合計 977,117 1,000,307

負債純資産合計 30,667,565 30,822,467
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 (2) 中間損益計算書 

(単位：百万円)

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

経常収益 2,094,396 4,331,560

保険料等収入 1,501,746 2,837,251

保険料 1,501,420 2,836,231

再保険収入 326 1,019

資産運用収益 456,384 1,153,480

利息及び配当金等収入 338,318 708,082

預貯金利息 2,421 2,832

有価証券利息・配当金 254,431 533,908

貸付金利息 43,477 91,517

不動産賃貸料 33,937 70,333

その他利息配当金 4,051 9,489

商品有価証券運用益 － 1,336

金銭の信託運用益 － 3,295

有価証券売却益 101,692 242,556

有価証券償還益 985 4,472

金融派生商品収益 15,049 －

その他運用収益 336 566

特別勘定資産運用益 － 193,170

その他経常収益 136,265 340,828

年金特約取扱受入金 376 1,036

保険金据置受入金 121,483 295,673

支払備金戻入額 6,223 23,257

その他の経常収益 8,182 20,861
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(単位：百万円)

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

経常費用 1,988,173 4,137,940

保険金等支払金 1,223,647 2,610,535

保険金 384,902 777,001

年金 212,749 478,704

給付金 261,839 533,811

解約返戻金 307,031 661,715

その他返戻金 56,535 158,160

再保険料 588 1,141

責任準備金等繰入額 163,552 328,262

責任準備金繰入額 158,532 317,861

契約者配当金積立利息繰入額 5,019 －

社員配当金積立利息繰入額 － 10,401

資産運用費用 190,814 330,067

支払利息 5,701 12,725

金銭の信託運用損 2,272 －

有価証券売却損 61,837 207,894

有価証券評価損 6,867 10,502

有価証券償還損 1,033 2,470

金融派生商品費用 － 16,772

為替差損 13,059 18,528

貸倒引当金繰入額 － 10,288

投資損失引当金繰入額 － 1,123

貸付金償却 447 573

賃貸用不動産等減価償却費 7,397 15,016

その他運用費用 16,583 34,171

特別勘定資産運用損 75,615 －

事業費 210,256 438,729

その他経常費用 199,902 430,345

保険金据置支払金 156,689 358,828

税金 13,314 23,592

減価償却費 15,851 31,563

退職給付引当金繰入額 9,215 5,976

その他の経常費用 4,831 10,384

経常利益 106,222 193,620
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(単位：百万円)

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益 3,864 329

固定資産等処分益 3,176 159

貸倒引当金戻入額 80 －

投資損失引当金戻入額 480 －

償却債権取立益 127 169

特別損失 14,432 116,509

固定資産等処分損 574 1,833

減損損失 2,784 4,897

契約者配当引当金繰入額 － 92,500

価格変動準備金繰入額 7,000 14,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,074 －

基金繰上償却損 － 2,372

社会公共事業支出金 － 826

保健文化賞 － 36

緑の 環境デザイン賞 － 44

契約者配当準備金繰入額 41,249 －

税引前中間純利益 54,406 －

税引前当期純剰余 － 77,439

法人税及び住民税 5,374 317

法人税等調整額 14,874 16,315

法人税等合計 20,248 16,632

中間純利益 34,157 －

当期純剰余 － 60,807
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 (3) 中間株主資本等変動計算書又は基金等変動計算書 

(単位：百万円)

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約基金等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 210,200 －

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 210,200 －

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 210,200 －

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 210,200 －

資本剰余金合計   

当期首残高 210,200 －

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 210,200 －

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 5,600 －

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 5,600 －

その他利益剰余金   

危険準備積立金   

当期首残高 43,120 －

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 43,120 －

価格変動積立金   

当期首残高 55,000 －

当中間期変動額   

価格変動積立金の積立 10,000 －

当中間期変動額合計 10,000 －

当中間期末残高 65,000 －
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(単位：百万円)

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約基金等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

不動産圧縮積立金   

当期首残高 16,420 －

当中間期変動額   

不動産圧縮積立金の積立 1,759 －

不動産圧縮積立金の取崩 △66 －

当中間期変動額合計 1,693 －

当中間期末残高 18,113 －

繰越利益剰余金   

当期首残高 64,157 －

当中間期変動額   

剰余金の配当 △10,000 －

中間純利益 34,157 －

価格変動積立金の積立 △10,000 －

不動産圧縮積立金の積立 △1,759 －

不動産圧縮積立金の取崩 66 －

土地再評価差額金の取崩 1,197 －

当中間期変動額合計 13,661 －

当中間期末残高 77,818 －

利益剰余金合計   

当期首残高 184,297 －

当中間期変動額   

剰余金の配当 △10,000 －

中間純利益 34,157 －

土地再評価差額金の取崩 1,197 －

当中間期変動額合計 25,355 －

当中間期末残高 209,652 －

株主資本合計   

当期首残高 604,697 －

当中間期変動額   

剰余金の配当 △10,000 －

中間純利益 34,157 －

土地再評価差額金の取崩 1,197 －

当中間期変動額合計 25,355 －

当中間期末残高 630,052 －

第一生命保険株式会社(8750)　平成23年３月期第２四半期決算短信

－22－



(単位：百万円)

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約基金等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

基金等   

基金   

前期末残高 － 120,000

当期変動額   

基金の償却 － △120,000

当期変動額合計 － △120,000

当期末残高 － －

基金償却積立金   

前期末残高 － 300,000

当期変動額   

基金償却積立金の積立 － 120,000

当期変動額合計 － 120,000

当期末残高 － 420,000

再評価積立金   

前期末残高 － 248

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 － 248

剰余金   

損失てん補準備金   

前期末残高 － 5,400

当期変動額   

損失てん補準備金の積立 － 200

当期変動額合計 － 200

当期末残高 － 5,600

その他剰余金   

基金償却準備金   

前期末残高 － 81,300

当期変動額   

基金償却積立金の積立 － △120,000

基金償却準備金の積立 － 38,700

当期変動額合計 － △81,300

当期末残高 － －

基金利息積立金   

前期末残高 － －
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(単位：百万円)

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約基金等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

基金利息積立金の積立 － 1,263

基金利息積立金の取崩 － △1,263

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

危険準備積立金   

前期末残高 － 43,139

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 － 43,139

価格変動積立金   

前期末残高 － 30,000

当期変動額   

価格変動積立金の積立 － 25,000

当期変動額合計 － 25,000

当期末残高 － 55,000

社会公共事業助成資金   

前期末残高 － 9

当期変動額   

社会公共事業助成資金の積立 － 826

社会公共事業助成資金の取崩 － △826

当期変動額合計 － －

当期末残高 － 9

保健文化賞資金   

前期末残高 － 4

当期変動額   

保健文化賞資金の積立 － 40

保健文化賞資金の取崩 － △36

当期変動額合計 － 3

当期末残高 － 8

緑の 環境デザイン賞資金   

前期末残高 － 9

当期変動額   

緑の 環境デザイン賞資金の積立 － 50

緑の 環境デザイン賞資金の取崩 － △44
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(単位：百万円)

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約基金等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 － 5

当期末残高 － 14

不動産圧縮積立金   

前期末残高 － 15,961

当期変動額   

不動産圧縮積立金の積立（注）１ － 540

不動産圧縮積立金の積立（注）２ － 200

不動産圧縮積立金の取崩（注）１ － △145

不動産圧縮積立金の取崩（注）２ － △137

当期変動額合計 － 458

当期末残高 － 16,420

別途積立金   

前期末残高 － 100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 － 100

当期未処分剰余金   

前期末残高 － 133,766

当期変動額   

社員配当準備金の積立 － △64,963

損失てん補準備金の積立 － △200

基金利息の支払 － △2,328

当期純剰余 － 60,807

基金償却準備金の積立 － △38,700

基金利息積立金の積立 － △1,263

基金利息積立金の取崩 － 1,263

価格変動積立金の積立 － △25,000

社会公共事業助成資金の積立 － △826

社会公共事業助成資金の取崩 － 826

保健文化賞資金の積立 － △40

保健文化賞資金の取崩 － 36

緑の 環境デザイン賞資金の積立 － △50

緑の 環境デザイン賞資金の取崩 － 44

不動産圧縮積立金の積立（注）１ － △540

不動産圧縮積立金の積立（注）２ － △200
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(単位：百万円)

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約基金等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

不動産圧縮積立金の取崩（注）１ － 145

不動産圧縮積立金の取崩（注）２ － 137

土地再評価差額金の取崩 － 1,242

当期変動額合計 － △69,609

当期末残高 － 64,157

剰余金合計   

前期末残高 － 309,690

当期変動額   

社員配当準備金の積立 － △64,963

基金償却積立金の積立 － △120,000

基金利息の支払 － △2,328

当期純剰余 － 60,807

土地再評価差額金の取崩 － 1,242

当期変動額合計 － △125,241

当期末残高 － 184,448

基金等合計   

前期末残高 － 729,938

当期変動額   

社員配当準備金の積立 － △64,963

基金利息の支払 － △2,328

当期純剰余 － 60,807

基金の償却 － △120,000

土地再評価差額金の取崩 － 1,242

当期変動額合計 － △125,241

当期末残高 － 604,697
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(単位：百万円)

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約基金等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 461,158 △47,456

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△46,555 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － 508,614

当中間期変動額合計 △46,555 508,614

当中間期末残高 414,603 461,158

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △2,008 △357

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△791 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － △1,651

当中間期変動額合計 △791 △1,651

当中間期末残高 △2,800 △2,008

土地再評価差額金   

当期首残高 △63,540 △62,297

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△1,197 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － △1,242

当中間期変動額合計 △1,197 △1,242

当中間期末残高 △64,738 △63,540

評価・換算差額等合計   

当期首残高 395,609 △110,111

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△48,544 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － 505,721

当中間期変動額合計 △48,544 505,721

当中間期末残高 347,064 395,609
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  (注) １ 定時総代会における剰余金処分項目であります。 

  ２ 平成22年３月期決算手続きによるものであります。 

  

(単位：百万円)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

前事業年度の
要約基金等変動計算書
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

純資産合計

当期首残高 1,000,307 619,827

当中間期変動額

剰余金の配当 △10,000 －

中間純利益 34,157 －

社員配当準備金の積立 － △64,963

基金利息の支払 － △2,328

当期純剰余 － 60,807

基金の償却 － △120,000

土地再評価差額金の取崩 1,197 1,242

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△48,544 －

基金等以外の項目の当期変動額（純額） － 505,721

当中間期変動額合計 △23,189 380,479

当中間期末残高 977,117 1,000,307
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該当事項はありません。  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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