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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 1,993,089 △15.1 94,980 17.9 23,877 △1.7
22年3月期 2,348,937 △7.5 80,586 ― 24,292 ―

（注）包括利益 23年3月期 7,101百万円 （△96.9％） 22年3月期 227,521百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

経常収益経常利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 70.12 ― 3.8 0.7 4.8
22年3月期 82.95 ― 5.3 0.6 3.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  5百万円 22年3月期  12百万円

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 12,740,740 622,027 4.9 1,821.05
22年3月期 12,878,774 630,475 4.9 1,845.79

（参考） 自己資本   23年3月期  620,041百万円 22年3月期  628,603百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △39,322 164,579 4,504 949,583
22年3月期 167,465 △702,267 36,066 820,722

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― ― ― 45.00 45.00 15,325 54.3 3.1
23年3月期 ― ― ― 45.00 45.00 15,321 64.2 2.5
24年3月期(予想) ― ― ― 45.00 45.00 42.6

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 1,000,000 △7.3 53,000 △17.1 16,000 △28.1 46.99
通期 1,950,000 △2.2 113,000 19.0 36,000 50.8 105.73

                            



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（詳細は、【添付資料】19ページ「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」をご覧ください。） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 340,740,000 株 22年3月期 340,740,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 254,086 株 22年3月期 179,451 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 340,550,724 株 22年3月期 292,867,952 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
当決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、当決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく監査手続は終了しており
ません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
実際の業績は、今後様々な要因によって、上記業績予想と大きく異なることがあります。連結業績予想についての詳細は、【添付資料】2ページ「(2) 次期の
見通し」に記載しておりますのでご参照願います。 
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I．経営成績 
 

１．経営成績に関する分析 

 (1) 当期の経営成績 

  経常収益は、保険料等収入1兆4,742億円（前期比22.3％減）、資産運用収益3,041億円（同19.0％減）、

その他経常収益2,146億円（同186.8％増）等を合計した結果、前連結会計年度に比べ3,558億円減少し、

1兆9,930億円（同15.1％減）となりました。 

  一方、経常費用は、保険金等支払金1兆5,122億円（同12.9％減）、資産運用費用1,067億円（同16.7％

減）、事業費1,998億円（同6.8％減）、その他経常費用701億円（同11.7％減）等を合計した結果、前

連結会計年度に比べ3,702億円減少し、1兆8,981億円（同16.3％減）となりました。 

  また、東日本大震災により来期以降に支払いが見込まれる保険金・給付金等は、公表された被災者数

等により見積もりを行い、支払備金に繰入れております。 

  経常収益から経常費用を差し引いた経常利益は、前連結会計年度に比べ143億円増加し、949億円（同

17.9％増）となりました。経常利益が増加したのは主に、利息及び配当金等収入が増加したことにより

ます。 

  特別利益は33億円（同154.5％増）、特別損失は261億円（同40.1％増）となりました。特別損失は主

に、価格変動準備金繰入額170億円（同7.2％増）であります。 

  経常利益に特別利益、特別損失、契約者配当準備金繰入額、法人税等合計等を加減した当期純利益は、

前連結会計年度に比べ4億円減少し、238億円（同1.7％減）となりました。 

  なお、少数株主損益調整前当期純利益240億円に、その他の包括利益△169億円を加えた包括利益は71

億円となりました。 

 

 (2) 次期の見通し 

  平成24年３月期の業績見通しは、次のとおりであります。 

 

連結 

（単位：億円） 

 経常収益 経常利益 当期純利益 

第２四半期連結累計期間 

通 期 

10,000（7.3％減）

19,500（2.2％減）

530（17.1％減）

1,130（19.0％増）

160（28.1％減） 

360（50.8％増） 

(注)括弧内の数値は、通期は当期比、第２四半期連結累計期間は当第２四半期連結累計期間比。 

 

  経常収益は、当期に比べ、約400億円減少の1兆9,500億円（当期比2.2％減）を見込んでおります。 

  経常利益は、当期に比べ、約180億円増加の1,130億円（同19.0％増）を見込んでおります。これは主

に、当期に比べ、有価証券評価損等の資産運用費用の減少を見込むためです。 

  当期純利益は、経常利益を約180億円の増加と見込むものの、価格変動準備金繰入額や法人税等合計

の増加を見込むため、当期に比べ、約120億円増加の360億円（同50.8％増）を見込んでおります。 
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（参考）生命保険会社３社（単体）の通期業績予想                       （単位：億円） 

 太陽生命 大同生命 Ｔ＆Ｄﾌｨﾅﾝｼｬﾙ生命 

経常収益 8,900（ 3.2％減） 9,100（ 5.5％減） 2,700（153.9％増）

経常利益 570（14.4％増） 540（10.6％増） 0（   －  ）

うち基礎利益 550（ 9.1％増） 670（ 7.8％増） 130（  －  ）

当期純利益（△損失） 160（27.2％増） 200（24.5％増） △0（100.0％減）

(注)括弧内は当期比。但し、「△損失」の場合の「減」は損失縮小を表しております。 

 

  ■太陽生命保険株式会社 

   経常利益は、当期に比べ、約70億円増加の570億円（当期比14.4％増）を見込んでおります。これは主に、有

価証券評価損の計上を見込まないためです。また、基礎利益は、550億円（同9.1％増）を見込んでおります。 

   当期純利益は、経常利益を約70億円の増加と見込むものの、価格変動準備金繰入額や法人税等合計の増加を見

込むため、当期に比べ約30億円増加の160億円（同27.2％増）を見込んでおります。 

 

  ■大同生命保険株式会社 

   経常利益は、当期に比べ、約50億円増加の540億円（当期比10.6％増）を見込んでおります。これは主に、当

期に比べ、資産運用収支の増加を見込むためです。また、基礎利益は、670億円（同7.8％増）を見込んでおりま

す。 

   当期純利益は、約40億円増加の200億円（同24.5％増）を見込んでおります。 

 

  ■Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社 

   経常利益は、当期に比べ、約70億円改善の0億円（当期は△70億円）を見込んでおります。また、基礎利益は、

130億円（当期は△48億円）を見込んでおります。 

   当期純利益は、当期に比べ、約60億円改善の△0億円（当期は△63億円）を見込んでおります。これは主に、

経常利益の改善を見込むことによります。 

 

 

２．財政状態に関する分析 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末の総資産は12兆7,407億円（前期比1.1％減）となりました。 

  主な資産構成は、公社債を中心とする有価証券8兆8,498億円（同2.0％減）、貸付金2兆158億円（同

7.3％減）、現金及び預貯金7,470億円（同143.3％増）、買入金銭債権3,178億円（同9.2％減）であり

ます。 

  負債合計は12兆1,187億円（同1.1％減）となりました。その大部分を占める保険契約準備金は11兆

6,569億円（同1.2％減）となっております。 

  純資産合計は6,220億円（同1.3％減）となりました。純資産の部中、その他有価証券評価差額金は979

億円（同16.3％減）となっております。 
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 (2) キャッシュ・フローの状況 

  営業活動によるキャッシュ・フローは主に、保険料等収入が減少したことにより、前連結会計年度の

1,674億円の収入から、393億円の支出（2,067億円の支出増）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る支出が減少したこと等により、前

連結会計年度の7,022億円の支出から、1,645億円の収入（8,668億円の収入増）となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは主に、株式の発行による収入が減少したこと等により、前連結

会計年度の360億円の収入から45億円の収入（315億円の収入減）となりました。 

  以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、期首から1,288億円増加し、9,495億

円となりました。 

 

３．生命保険会社３社（単体）に関する事項 

(1) 経営成績 

  ■太陽生命保険株式会社 

   経常収益は、保険料等収入7,179億円（前期比0.6％増）、資産運用収益1,784億円（同7.0％増）、

その他経常収益232億円（同47.4％減）を合計した結果、前事業年度に比べ49億円減少し、9,197億円

（同0.5％減）となりました。 

   一方、経常費用は、保険金等支払金6,851億円（同3.0％減）、資産運用費用483億円（同7.7％増）、

事業費804億円（同2.8％減）等を合計した結果、前事業年度に比べ99億円減少し、8,698億円（同1.1％

減）となりました。 

   この結果、経常利益は、前事業年度に比べ49億円増加し、498億円（同11.1％増）となりました。

経常利益が増加したのは主に、有価証券評価損が増加した一方、有価証券売却損益および利息及び配

当金等収入が増加したことによります。 

   特別利益は6億円（同30.9％減）、特別損失は148億円（同3.0％減）となりました。特別損失は主

に、価格変動準備金繰入額120億円（同14.2％減）であります。 

   当期純利益は、前事業年度に比べ19億円減少し、125億円（同13.4％減）となりました。 

   なお、基礎利益（生命保険本業の期間収益を示す指標の一つ）は、逆ざや70億円（同44.3％減）を

埋め合わせたうえで、504億円（同1.0％減）となりました。 

 

  ■大同生命保険株式会社 

   経常収益は、保険料等収入7,171億円（前期比16.7％減）、資産運用収益1,288億円（同8.8％増）、

その他経常収益1,166億円（同41.3％減）を合計した結果、前事業年度に比べ2,155億円減少し、9,626

億円（同18.3％減）となりました。 

   一方、経常費用は、保険金等支払金7,392億円（同22.1％減）、資産運用費用537億円（同4.5％増）、

事業費1,039億円（同5.4％減）等を合計した結果、前事業年度に比べ2,152億円減少し、9,138億円（同

19.1％減）となりました。 

   この結果、経常利益は、前事業年度に比べ3億円減少し、488億円（同0.7％減）となりました。 

   特別利益は16億円（同－％）、特別損失は81億円（同231.8％増）となりました。特別損失は主に、

価格変動準備金繰入額49億円（同166.5％増）であります。 

   当期純利益は、前事業年度に比べ42億円減少し、160億円（同20.8％減）となりました。 

   なお、基礎利益は、逆ざや191億円（同54.1％減）を埋め合わせたうえで、621億円（同6.0％増）

となりました。 
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  ■Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社 

   経常収益は、保険料等収入386億円（前期比88.1％減）、資産運用収益95億円（同89.7％減）、そ

の他経常収益581億円（同481.8％増）を合計した結果、前事業年度に比べ3,196億円減少し、1,063億

円（同75.0％減）となりました。 

   一方、経常費用は、保険金等支払金876億円（同8.0％増）、責任準備金等繰入額2億円（同99.9％

減）、資産運用費用156億円（同49.0％減）、事業費85億円（同52.0％減）等を合計した結果、前事

業年度に比べ3,268億円減少し、1,134億円（同74.2％減）となりました。 

   この結果、経常損失は、前事業年度に比べ72億円改善し、70億円（同50.6％減）となりました。 

   当期純損失は、前事業年度に比べ40億円改善し、63億円（同38.9％減）となりました。 

   なお、基礎利益は△48億円（前事業年度は214億円）となりました。また、逆ざやは32億円（前期

比7.5％減）となりました。 

 

(2) 財政状態 

  ■太陽生命保険株式会社 

   当事業年度末の総資産は5兆9,294億円（前事業年度末比1.5％増）となりました。 

   主な資産構成は、公社債を中心とする有価証券3兆9,895億円（同4.1％増）、貸付金1兆3,610億円

（同4.5％減）、有形固定資産1,605億円（同0.3％減）、買入金銭債権1,430億円（同3.4％減）であ

ります。 

   負債の部合計は5兆7,141億円（同1.5％増）となりました。その大部分を占める保険契約準備金は5

兆4,838億円（同0.3％増）となっております。 

   純資産の部合計は2,152億円（同0.0％増）となりました。純資産の部中、その他有価証券評価差額

金は550億円（同11.2％減）となっております。 

   保険会社の健全性を示す行政監督上の指標のうち、ソルベンシー・マージン比率は1,229.7％（前

事業年度末は1,023.8％）となりました。また、実質純資産（時価ベースの実質的な資産から資本性

のない実質的な負債を差引いた額）は4,536億円（前事業年度末は4,337億円）となりました。 

 

  ■大同生命保険株式会社 

   当事業年度末の総資産は5兆2,923億円（前事業年度末比3.2％減）となりました。 

   主な資産構成は、公社債を中心とする有価証券3兆6,013億円（同6.8％減）、貸付金6,652億円（同

12.7％減）、現金及び預貯金5,349億円（同264.9％増）、買入金銭債権1,748億円（同13.5％減）で

あります。 

   負債の部合計は4兆9,556億円（同3.4％減）となりました。その大部分を占める保険契約準備金は4

兆7,992億円（同2.2％減）となっております。 

   純資産の部合計は3,367億円（同1.3％減）となりました。純資産の部中、その他有価証券評価差額

金は429億円（同22.3％減）となっております。 

   ソルベンシー・マージン比率は1,237.2％（前事業年度末は1,120.6％）となりました。また、実質

純資産は6,034億円（同6,104億円）となりました。 
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  ■Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社 

   当事業年度末の総資産は1兆4,150億円（前事業年度末比3.7％減）となりました。 

   主な資産構成は、有価証券1兆2,614億円（同5.5％減）、現金及び預貯金655億円（同141.4％増）

であります。 

   負債の部合計は1兆3,836億円（同3.4％減）となりました。その大部分を占める保険契約準備金は1

兆3,737億円（同3.3％減）となっております。 

   純資産の部合計は313億円（同16.1％減）となりました。純資産の部中、その他有価証券評価差額

金は△2億円（同59.2％減）となっております。 

   ソルベンシー・マージン比率は611.2％（前事業年度末は646.0％）となりました。また、実質純資

産は906億円（同905億円）となりました。 

 

（参考）契約業績の状況 

  ■太陽生命保険株式会社 

   当事業年度の個人保険、個人年金保険を合計した新契約高（転換による純増加を含みます）は、2

兆8,132億円（前期比15.2％増）となりました。 

   一方、個人保険、個人年金保険を合計した解約失効高は、1兆1,328億円（同1.3％増）となりまし

た。 

   以上の結果、当事業年度末の個人保険、個人年金保険を合計した保有契約高は、19兆2,782億円（同

6.4％増）となり、前事業年度末の18兆1,190億円から1兆1,591億円増加しました。 

 

  ■大同生命保険株式会社 

   当事業年度の個人保険、個人年金保険を合計した新契約高（転換による純増加を含みます）は、3

兆5,132億円（前期比2.2％減）となりました。 

   一方、個人保険、個人年金保険を合計した解約失効高は、3兆2,638億円（同15.9％減）となりまし

た。 

   以上の結果、当事業年度末の個人保険、個人年金保険を合計した保有契約高は、36兆6,598億円（同

1.7％減）となり、前事業年度末の37兆2,913億円から6,315億円減少しました。 

 

  ■Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社 

   当事業年度の個人保険、個人年金保険を合計した新契約高（転換は取り扱っておりません）は、217

億円（前期比92.7％減）となりました。 

   一方、個人保険、個人年金保険を合計した解約失効高は、1,001億円（同12.5％減）となりました。 

   以上の結果、当事業年度末の個人保険、個人年金保険を合計した保有契約高は、2兆1,027億円（同

8.2％減）となり、前事業年度末の2兆2,895億円から1,868億円減少しました。 
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Ⅱ.経営方針 

１．会社の経営理念・経営ビジョン 

  Ｔ＆Ｄ保険グループは、「Try＆Discover（挑戦と発見）による価値の創造を通じて、人と社会に貢

献する」という経営理念のもと、以下の２つのグループ経営ビジョンを掲げております。 

 
  《お客さまからの視点》 

   私たちは、最優の商品・サービスの提供により、お客さま満足度のトップを目指します 

 

  《株主・投資家・市場からの視点》 

   私たちは、成長に向けた新たな挑戦により、安定的・持続的に企業価値を向上させ、確固たる存在  

感のある大手生保グループを目指します 

 

２．目標とする経営指標 

  Ｔ＆Ｄ保険グループは、生命保険会社の企業価値を評価する指標の一つであるエンベディッド・バリ

ュー（ＥＶ）（注）の持続的な増大を目指しております。 

  ＥＶの持続的な増加には、「堅調な新契約業績と保有契約高の拡大」、「適切な収益・リスク管理」

や「効率化の実現」が不可欠です。スピード感を持った経営により、こうした課題をクリアし、企業価

値の向上に努めてまいります。 

 (注) エンベディッド・バリュー(Embedded Value)は、株主に帰属すると考えられる貸借対照表から計算される「修

正純資産」と保有契約に基づき計算される「既契約の将来価値」の合計になります。欧州やカナダでは、生命

保険株式会社の企業価値を評価する有力な指標の一つとされています。 

 

３．中長期的な会社の経営戦略 

Ｔ＆Ｄ保険グループは、生命保険会社３社の独自性あるビジネスモデルの強みを生かしながら、「安

定的かつ持続的な成長」及び「経済価値ベースの経営管理態勢の確立」を柱とする、以下の５つのグル

ープ基本方針を推進してまいります。 

 
(1)お客さまニーズにマッチした商品・サービスを正確・迅速・親切・丁寧に提供します 

  

  (2)持株会社の組織形態のもとで、グループ各社が強みを最大限発揮できるグループ経営を維持・発

展させます 

 

  (3)収益・リスク・資本の一体的な管理態勢を整備・構築し、安定的・持続的にＥＶを成長させます 

 

  (4)中長期的に提携やＭ＆Ａ等により生保事業の拡大や、新たな事業領域への進出を目指します 

 

  (5)お客さまや株主をはじめ広く社会に対して、生保事業の公共的使命と企業の社会的責任を果たし

ます 
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４．会社の対処すべき課題 

当グループでは、東日本大震災の被災地域のみなさまのお役に立てるよう、迅速・適切な保険金等のお

支払いや、お客さまお一人おひとりへのご案内など、万全の体制でサービスを行うことで、一日も早い復

旧・復興のために公共性の高い生命保険事業を営むグループとして社会的責任を果たしていく所存です。 

 

日本経済は、震災後の企業の生産活動および個人消費の停滞の長期化懸念等先行き不透明な状況が続く

ことが予想されます。 

 生命保険業界におきましては、金融システムの安定化に向けた国際的な規制見直しが本格化する中、従

来にも増して適切なリスク管理、健全な財務基盤の確立が求められます。 

 また、少子高齢化の進展、お客さまニーズや販売チャネルの多様化等により、商品・サービス競争がま

すます激しくなることが予想されます。 

 

このような経営環境の中で、当社グループは企業の社会的責任を果たすとともに、グループの中核事業

である生命保険事業による収益力の強化と、強固な財務基盤の構築を通じてグループ企業価値の拡大に取

り組んでまいります。 
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Ⅲ．連結財務諸表 
 １．連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

現金及び預貯金 307,042 747,018

コールローン 266,800 75,000

買入金銭債権 350,247 317,855

金銭の信託 71,002 76,595

有価証券 9,028,991 8,849,829

貸付金 2,175,526 2,015,868

有形固定資産 305,796 300,625

土地 176,179 175,359

建物 121,097 117,335

リース資産 1,806 1,584

建設仮勘定 1,650 2,707

その他の有形固定資産 5,061 3,638

無形固定資産 22,276 21,775

ソフトウエア 20,279 19,649

リース資産 208 333

その他の無形固定資産 1,789 1,793

代理店貸 1,142 1,094

再保険貸 13,224 8,010

その他資産 184,101 182,022

繰延税金資産 163,169 154,478

貸倒引当金 △10,548 △9,434

資産の部合計 12,878,774 12,740,740

負債の部   

保険契約準備金 11,798,449 11,656,994

支払備金 72,742 81,357

責任準備金 11,587,800 11,446,144

契約者配当準備金 137,906 129,491

代理店借 1,556 157

再保険借 319 297

短期社債 29,994 －

社債 14,000 45,100

その他負債 202,605 197,041

役員賞与引当金 250 224

退職給付引当金 117,734 118,469

役員退職慰労引当金 4,633 4,778

特別法上の準備金 68,319 85,332

価格変動準備金 68,319 85,332

繰延税金負債 5 0

再評価に係る繰延税金負債 10,428 10,317

負債の部合計 12,248,299 12,118,712
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

資本金 207,111 207,111

資本剰余金 194,619 194,619

利益剰余金 152,871 161,609

自己株式 △934 △1,100

株主資本合計 553,668 562,240

その他有価証券評価差額金 116,968 97,900

繰延ヘッジ損益 147 2,337

土地再評価差額金 △42,076 △42,268

為替換算調整勘定 △104 △168

その他の包括利益累計額合計 74,935 57,801

少数株主持分 1,871 1,985

純資産の部合計 630,475 622,027

負債及び純資産の部合計 12,878,774 12,740,740
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 ２．連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

経常収益 2,348,937 1,993,089

保険料等収入 1,898,372 1,474,287

資産運用収益 375,721 304,160

利息及び配当金等収入 226,951 246,120

金銭の信託運用益 － 4,874

売買目的有価証券運用益 6,232 －

有価証券売却益 45,206 44,060

有価証券償還益 － 465

金融派生商品収益 － 5,668

その他運用収益 2,677 2,971

特別勘定資産運用益 94,653 －

その他経常収益 74,829 214,635

責任準備金戻入額 － 141,655

その他の経常収益 74,829 72,979

持分法による投資利益 12 5

経常費用 2,268,350 1,898,109

保険金等支払金 1,736,856 1,512,240

保険金 518,851 492,436

年金 196,832 209,686

給付金 299,865 249,979

解約返戻金 417,005 401,498

その他返戻金 304,302 158,639

責任準備金等繰入額 109,465 9,080

支払備金繰入額 1,267 8,615

責任準備金繰入額 107,398 －

契約者配当金積立利息繰入額 799 465

資産運用費用 128,129 106,772

支払利息 2,557 1,564

金銭の信託運用損 30,303 －

売買目的有価証券運用損 － 3,910

有価証券売却損 29,443 28,810

有価証券評価損 8,846 18,027

金融派生商品費用 14,106 －

為替差損 2,705 5,237

貸倒引当金繰入額 7,908 －

貸付金償却 5,071 21

賃貸用不動産等減価償却費 5,450 5,437

その他運用費用 21,736 27,078

特別勘定資産運用損 － 16,685

事業費 214,401 199,836

その他経常費用 79,497 70,177

経常利益 80,586 94,980
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益 1,305 3,322

固定資産等処分益 895 243

貸倒引当金戻入額 － 1,091

償却債権取立益 56 776

国庫補助金 － 1,198

その他特別利益 352 11

特別損失 18,662 26,155

固定資産等処分損 2,217 3,421

減損損失 222 3,017

価格変動準備金繰入額 15,865 17,012

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,009

災害による損失 － 493

その他特別損失 356 1,200

契約者配当準備金繰入額 29,517 29,742

税金等調整前当期純利益 33,712 42,405

法人税及び住民税等 1,068 2,339

法人税等調整額 8,165 16,028

法人税等合計 9,234 18,368

少数株主損益調整前当期純利益 － 24,037

少数株主利益 185 159

当期純利益 24,292 23,877
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 24,037

その他の包括利益 － △16,935

その他有価証券評価差額金 － △19,061

繰延ヘッジ損益 － 2,190

為替換算調整勘定 － △64

持分法適用会社に対する持分相当額 － △0

包括利益 － 7,101

親会社株主に係る包括利益 － 6,935

少数株主に係る包括利益 － 165
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 ３．連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 147,637 207,111

当期変動額   

新株の発行 59,474 －

当期変動額合計 59,474 －

当期末残高 207,111 207,111

資本剰余金   

前期末残高 135,145 194,619

当期変動額   

新株の発行 59,474 －

当期変動額合計 59,474 －

当期末残高 194,619 194,619

利益剰余金   

前期末残高 146,616 152,871

当期変動額   

剰余金の配当 △12,318 △15,325

当期純利益 24,292 23,877

自己株式の処分 △3 △6

土地再評価差額金の取崩 △5,714 192

連結範囲の変動 △0 －

当期変動額合計 6,254 8,738

当期末残高 152,871 161,609

自己株式   

前期末残高 △927 △934

当期変動額   

自己株式の取得 △13 △179

自己株式の処分 7 12

当期変動額合計 △6 △166

当期末残高 △934 △1,100

株主資本合計   

前期末残高 428,471 553,668

当期変動額   

新株の発行 118,948 －

剰余金の配当 △12,318 △15,325

当期純利益 24,292 23,877

自己株式の取得 △13 △179

自己株式の処分 3 6

土地再評価差額金の取崩 △5,714 192

連結範囲の変動 △0 －

当期変動額合計 125,196 8,572

当期末残高 553,668 562,240
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △86,246 116,968

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 203,215 △19,068

当期変動額合計 203,215 △19,068

当期末残高 116,968 97,900

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 348 147

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △200 2,190

当期変動額合計 △200 2,190

当期末残高 147 2,337

土地再評価差額金   

前期末残高 △47,805 △42,076

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,728 △192

当期変動額合計 5,728 △192

当期末残高 △42,076 △42,268

為替換算調整勘定   

前期末残高 △110 △104

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △64

当期変動額合計 6 △64

当期末残高 △104 △168

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △133,814 74,935

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 208,750 △17,134

当期変動額合計 208,750 △17,134

当期末残高 74,935 57,801

少数株主持分   

前期末残高 1,736 1,871

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 134 114

当期変動額合計 134 114

当期末残高 1,871 1,985
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 296,393 630,475

当期変動額   

新株の発行 118,948 －

剰余金の配当 △12,318 △15,325

当期純利益 24,292 23,877

自己株式の取得 △13 △179

自己株式の処分 3 6

土地再評価差額金の取崩 △5,714 192

連結範囲の変動 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 208,885 △17,019

当期変動額合計 334,081 △8,447

当期末残高 630,475 622,027
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 ４．連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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 33,712 42,405

賃貸用不動産等減価償却費 5,450 5,437

減価償却費 12,324 12,367

減損損失 222 3,017

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,009

支払備金の増減額（△は減少） 1,267 8,615

責任準備金の増減額（△は減少） 107,398 △141,655

契約者配当準備金積立利息繰入額 799 465

契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） 29,517 29,742

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,878 △1,094

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 89 △26

退職給付引当金の増減額（△は減少） △306 734

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 510 144

価格変動準備金の増減額（△は減少） 15,865 17,012

利息及び配当金等収入 △226,951 △246,120

有価証券関係損益（△は益） △107,802 22,907

支払利息 2,557 1,564

為替差損益（△は益） 2,702 4,737

有形固定資産関係損益（△は益） 150 1,574

持分法による投資損益（△は益） △12 △5

代理店貸の増減額（△は増加） 90 47

再保険貸の増減額（△は増加） △2,801 5,213

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）

6,471 △14,081

代理店借の増減額（△は減少） 952 △1,399

再保険借の増減額（△は減少） △131 △22

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）

2,796 △6,883

その他 69,024 15,185

小計 △38,223 △239,105

利息及び配当金等の受取額 223,011 249,332

利息の支払額 △2,766 △1,548

契約者配当金の支払額 △39,614 △38,635

その他 △2,859 △4,319

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 27,918 △5,046

営業活動によるキャッシュ・フロー 167,465 △39,322

                            

(株)T&Dﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(8795)　平成23年3月期　決算短信 

－ 17 －



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

預貯金の純増減額（△は増加） 420 △400

買入金銭債権の取得による支出 △14,096 △16,936

買入金銭債権の売却・償還による収入 14,088 27,749

金銭の信託の増加による支出 △30,000 △3,410

金銭の信託の減少による収入 6,950 2,220

有価証券の取得による支出 △3,477,805 △2,201,633

有価証券の売却・償還による収入 2,729,583 2,131,303

貸付けによる支出 △537,244 △452,525

貸付金の回収による収入 640,664 612,456

その他 △28,024 73,738

資産運用活動計 △695,464 172,563

営業活動及び資産運用活動計 △527,998 133,241

有形固定資産の取得による支出 △9,689 △8,728

有形固定資産の売却による収入 2,885 744

投資活動によるキャッシュ・フロー △702,267 164,579

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期社債の発行による収入 19,996 －

短期社債の償還による支出 － △29,994

借入れによる収入 52,100 30,300

借入金の返済による支出 △156,587 △10,692

社債の発行による収入 14,000 31,100

リース債務の返済による支出 54 △513

株式の発行による収入 118,948 －

自己株式の取得による支出 △13 △179

自己株式の処分による収入 3 6

配当金の支払額 △12,376 △15,471

少数株主への配当金の支払額 △58 △51

財務活動によるキャッシュ・フロー 36,066 4,504

現金及び現金同等物に係る換算差額 △793 △900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △499,529 128,861

現金及び現金同等物の期首残高 1,320,251 820,722

現金及び現金同等物の期末残高 820,722 949,583
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５．継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

６．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 

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 

 当連結会計年度より、「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。 

 これに伴い、当連結会計年度末の有形固定資産が622百万円増加し、その他負債の中に資産除去債務が1,726百万円

計上されております。また、当連結会計年度の経常利益が161百万円減少し、税金等調整前当期純利益が1,170百万円

減少しております。 

 

７．表示方法の変更 

(連結損益計算書関係) 

（１）当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき、

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)を適用し、「少数株主損益調

整前当期純利益」の科目を表示しております。 

（２）前連結会計年度において、特別利益の「その他特別利益」に含めていた「国庫補助金」は、金額的重要性が増し

たため、当連結会計年度では区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「その他特別利益」に含めていた

「国庫補助金」は339百万円であります。 

 

８．追加情報 

(包括利益の表示に関する会計基準) 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日)を適用して

おります。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、

「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 

(支払備金) 

 平成23年3月11日に発生しました東日本大震災により来期以降に支払いが見込まれる保険金・給付金等に対して、公

表された被災者数等により見積りを行い、支払備金に計上しております。 

 

９．連結財務諸表に関する注記事項 

(連結包括利益計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１.当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 227,328百万円

少数株主に係る包括利益 193百万円

      計 227,521百万円

 

２．当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 203,221百万円

繰延ヘッジ損益 △200百万円

土地再評価差額金 14百万円

為替換算調整勘定 6百万円

持分法適用会社に対する持分相当額 0百万円

      計 203,043百万円
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 当社及び連結子会社は生命保険事業以外にリース業等の事業を営んでおりますが、生命保険事業の経常収益、

経常利益及び資産の金額は、全セグメントの経常収益の合計、経常利益の合計及び全セグメント資産の金額の

合計額に占める割合がいずれも90%を超えるため、事業の種類別セグメント情報は記載を省略しております。 

 なお、投資事業は生命保険事業の一環として行っており、独立したセグメントではありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 全セグメントの収益の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める本邦の割合が、いずれも90%を超え

ているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 海外売上高（経常収益）が連結売上高（経常収益）の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
 
【セグメント情報】 

Ⅰ 前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報の入手が可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、主に生命保険会社及び保険業法の規定により子会社とした会社の経営管理を営んでいる保険持株会社で

あり、当社のもとで、独自の商品戦略及び販売戦略を有する生命保険子会社３社がグループコアビジネスである生

命保険事業を展開しております。 

従って、当社は、生命保険会社別のセグメントから構成されており、「太陽生命保険」、「大同生命保険」及び

「Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険」の３つを報告セグメントとしております。 

「太陽生命保険」は家庭マーケット、「大同生命保険」は中小企業マーケット、「Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保

険」は金融機関窓販マーケットをそれぞれ販売市場としており、独自の販売方針のもと、異なる販売商品を有して

おります。 

 

２ 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。 
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３ 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

   (単位：百万円) 

報告セグメント 

 
太陽生命保険大同生命保険

Ｔ＆Ｄフィナ
ンシャル生命

保険 
計 

その他 合計 

経常収益 923,118 1,177,239 426,021 2,526,379 △177,442 2,348,937

セグメント間の内部振替高 1,570 946 ― 2,517 250,315 252,832

計 924,689 1,178,186 426,021 2,528,896 72,873 2,601,770

セグメント利益又は損失(△) 44,832 49,149 △14,294 79,687 11,995 91,682

セグメント資産 5,842,309 5,470,029 1,469,522 12,781,860 908,801 13,690,662

セグメント負債 5,627,078 5,128,893 1,432,110 12,188,081 121,753 12,309,834

その他の項目  

 賃貸用不動産等減価償却費 2,314 3,135 ― 5,450 ― 5,450

 減価償却費 5,523 3,654 605 9,783 1,018 10,801

 責任準備金繰入額(△は戻入額) △8,097 △191,351 307,901 108,452 27 108,480

 契約者配当準備金繰入額 
 (△は戻入額) 

14,869 14,654 △6 29,517 ― 29,517

 利息及び配当金等収入 134,187 90,640 3,906 228,734 12,451 241,186

 支払利息 1,400 42 1 1,444 1,148 2,592

 持分法投資利益(△は損失) ― ― ― ― ― ―

 特別利益 988 29 46 1,064 387 1,452

 特別損失 15,343 2,468 513 18,325 410 18,735

 (減損損失) 188 34 ― 222 ― 222

 (価格変動準備金繰入額 
(△は戻入額)) 

14,058 1,853 △45 15,865 ― 15,865

 税金費用 1,085 11,771 △4,392 8,464 507 8,971

 持分法適用会社への投資額 ― 100 ― 100 ― 100

 有形固定資産及び無形固定 
 資産の増加額 

9,746 4,219 527 14,493 3,079 17,572

 (注)売上高にかえて、経常収益の金額を記載しております。 

 
 
４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 (単位：百万円) 

経常収益 金額 

報告セグメント計 2,528,896 

「その他」の区分の経常収益 72,873 

セグメント間取引消去 △252,832 

連結損益計算書の経常収益 2,348,937 

  

 (単位：百万円) 

経常利益 金額 

報告セグメント計 79,687 

「その他」の区分の利益 11,995 

セグメント間取引消去 △11,095 

連結損益計算書の経常利益 80,586 
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 (単位：百万円) 

資産 金額 

報告セグメント計 12,781,860 

「その他」の区分の資産 908,801 

その他の調整額 △811,888 

連結貸借対照表の資産合計 12,878,774 

  

 (単位：百万円) 

負債 金額 

報告セグメント計 12,188,081 

「その他」の区分の負債 121,753 

その他の調整額 △61,535 

連結貸借対照表の負債合計 12,248,299 

  

   (単位：百万円) 

その他の項目 報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

 賃貸等不動産等減価償却費 5,450 ― 5,450

 減価償却費 9,783 2,541 12,324

 責任準備金繰入額(△は戻入額) 108,452 △1,054 107,398

 契約者配当準備金繰入額(△は戻入額) 29,517 ― 29,517

 利息及び配当金等収入 228,734 △1,783 226,951

 支払利息 1,444 1,113 2,557

 持分法投資利益(△は損失) ― 12 12

 特別利益 1,064 240 1,305

 特別損失 18,325 337 18,662

 (減損損失) 222 ― 222

 (価格変動準備金繰入額(△は戻入額)) 15,865 ― 15,865

 税金費用 8,464 769 9,234

 持分法適用会社への投資額 100 ― 100

 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 14,493 2,031 16,525
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Ⅱ 当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報の入手が可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は、主に

生命保険会社及び保険業法の規定により子会社とした会社の経営管理を営んでいる保険持株会社であり、当社のも

とで、独自の商品戦略及び販売戦略を有する生命保険子会社３社がグループコアビジネスである生命保険事業を展

開しております。 

従って、当社は、生命保険会社別のセグメントから構成されており、「太陽生命保険」、「大同生命保険」及び

「Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険」の３つを報告セグメントとしております。 

「太陽生命保険」は家庭マーケット、「大同生命保険」は中小企業マーケット、「Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保

険」は金融機関窓販マーケットをそれぞれ販売市場としており、独自の販売方針のもと、異なる販売商品を有して

おります。 

 

２ 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。 

 

３ 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

   (単位：百万円) 

報告セグメント 

 
太陽生命保険大同生命保険

Ｔ＆Ｄフィナ
ンシャル生命

保険 
計 

その他 合計 

経常収益 918,528 961,685 106,354 1,986,568 6,521 1,993,089

セグメント間の内部振替高 1,187 953 3 2,144 71,345 73,490

計 919,716 962,639 106,357 1,988,713 77,867 2,066,580

セグメント利益又は損失(△) 49,817 48,828 △7,063 91,583 19,182 110,766

セグメント資産 5,929,408 5,292,376 1,415,005 12,636,790 894,308 13,531,098

セグメント負債 5,714,159 4,955,675 1,383,610 12,053,445 104,403 12,157,849

その他の項目  

 賃貸用不動産等減価償却費 2,282 3,155 ― 5,437 ― 5,437

 減価償却費 5,849 3,558 476 9,884 1,500 11,384

 責任準備金繰入額(△は戻入額) 11,256 △105,530 △46,909 △141,183 84 △141,099

 契約者配当準備金繰入額  
 (△は戻入額) 

15,486 14,259 △3 29,742 ― 29,742

 利息及び配当金等収入 137,961 105,707 4,012 247,681 16,063 263,744

 支払利息 1,449 48 1 1,498 109 1,608

 持分法投資利益(△は損失) ― ― ― ― ― ―

 特別利益 683 1,692 2 2,377 1,313 3,690

 特別損失 14,889 8,191 1,825 24,905 1,308 26,214

 (減損損失) 481 744 1,792 3,017 ― 3,017

 (価格変動準備金繰入額) 12,058 4,937 16 17,012 ― 17,012

 税金費用 7,543 12,008 △2,556 16,995 1,269 18,264

 持分法適用会社への投資額 ― 100 ― 100 ― 100

 有形固定資産及び無形固定 
 資産の増加額 

9,723 5,004 447 15,175 1,337 16,513

 (注)売上高にかえて、経常収益の金額を記載しております。 
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 (単位：百万円) 

経常収益 金額 

報告セグメント計 1,988,713 

「その他」の区分の経常収益 77,867 

セグメント間取引消去 △73,490 

連結損益計算書の経常収益 1,993,089 

  
 (単位：百万円) 

経常利益 金額 

報告セグメント計 91,583 

「その他」の区分の利益 19,182 

セグメント間取引消去 △15,785 

連結損益計算書の経常利益 94,980 

  
 (単位：百万円) 

資産 金額 

報告セグメント計 12,636,790 

「その他」の区分の資産 894,308 

その他の調整額 △790,358 

連結貸借対照表の資産合計 12,740,740 

  
 (単位：百万円) 

負債 金額 

報告セグメント計 12,053,445 

「その他」の区分の負債 104,403 

その他の調整額 △39,136 

連結貸借対照表の負債合計 12,118,712 

  
   (単位：百万円) 

その他の項目 報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

 賃貸等不動産等減価償却費 5,437 ― 5,437

 減価償却費 9,884 2,483 12,367

 責任準備金繰入額(△は戻入額) △141,183 △472 △141,655

 契約者配当準備金繰入額(△は戻入額) 29,742 ― 29,742

 利息及び配当金等収入 247,681 △1,560 246,120

 支払利息 1,498 65 1,564

 持分法投資利益(△は損失) ― 5 5

 特別利益 2,377 945 3,322

 特別損失 24,905 1,249 26,155

 (減損損失) 3,017 ― 3,017

 (価格変動準備金繰入額) 17,012 ― 17,012

 税金費用 16,995 1,372 18,368

 持分法適用会社への投資額 100 ― 100

 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 15,175 838 16,013
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【関連情報】 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１ 製品及びサービスごとの情報 

外部顧客への売上高 

     (単位：百万円) 

 太陽生命保険 大同生命保険
Ｔ＆Ｄフィナン
シャル生命保険

その他 計 

保険料等収入 717,992 717,129 38,619 546 1,474,287

 保険料 717,874 716,630 38,579 546 1,473,630

  個人・個人年金保険 540,167 614,108 36,965 ― 1,191,241

  団体保険 33,109 33,006 ― ― 66,116

  団体年金保険 143,107 68,553 1,585 ― 213,246

  その他 1,489 962 28 546 3,026

 再保険収入 118 498 40 ― 656

(注) 売上高にかえて、保険料等収入の金額を記載しております。 

  

２ 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高(経常収益)に区分した金額が連結損益計算書の売上高(経常収益)の90％を超えるた

め、地域ごとの売上高(経常収益)の記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご

との有形固定資産の記載を省略しております。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高(経常収益)のうち、連結損益計算書の売上高(経常収益)の10％以上を占める相手先がないた

め、記載を省略しております。 

  

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

     (単位：百万円) 

 太陽生命保険 大同生命保険
Ｔ＆Ｄフィナン
シャル生命保険

その他 計 

減損損失 481 744 1,792 ─ 3,017

  

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

 当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

 当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  該当事項はありません。 
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(追加情報) 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年３月27

日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平成20年３

月21日)を適用しております。 

 

 

(１株当たり情報) 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 1,845円79銭 1,821円05銭

１株当たり当期純利益金額 82円95銭 70円12銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ― ―

(注) １ １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(1) １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成23年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 630,475 622,027

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円) 

1,871 1,985

(うち少数株主持分(百万円)) (1,871) (1,985)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 628,603 620,041

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた期末の普通株式の数(株) 

340,560,549 340,485,914

 

(2) １株当たり当期純利益金額 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日)

当期純利益(百万円) 24,292 23,877

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 24,292 23,877

普通株式期中平均株式数(株) 292,867,952 340,550,724

 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載して

おりません。 

 

(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 
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