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1.  平成24年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 

  

(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 ％

24年3月期中間期 2,469,759 9.2 60,408 △40.2 12,361 △58.0

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

（注）包括利益 24年3月期中間期 △54,731百万円 （―％） 23年3月期中間期 △16,537百万円 （―％）

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

24年3月期中間期 1,252.85 1,252.78
23年3月期中間期 2,944.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期中間期 32,624,265 662,743 2.0
23年3月期 32,297,862 731,835 2.2

（参考） 自己資本   24年3月期中間期  652,902百万円 23年3月期  720,097百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― ― ― 1,600.00 1,600.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 1,600.00 1,600.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
平成24年３月期（通期）の連結業績予想につきましては、平成23年５月13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 4,334,000 △5.2 168,000 106.9 37,000 93.3 3,752.32



(1) 当中間期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）  ：  有  

平成23年６月１日付で、Tower Australia Group LimitedはTAL Limitedに、Tower Group (Australia) Pty LimitedはTAL Finance Pty Limitedに、Tower Au
stralia LimitedはTAL Life Limitedに、それぞれ社名変更しております。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）自己株式数については、株式給付信託（J-ESOP）導入に伴い設定した信託口及び第一生命保険従業員持株会専用信託が当中間期間末におい
て所有する当社株式127,409株を記載しております。 

4.  その他

新規 3社 （社名）
Tower Australia Group Limited ,   
Tower Group (Australia) Pty Limited , 
Tower Australia Limited

、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期中間期 10,000,000 株 23年3月期 10,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期中間期 127,409 株 23年3月期 139,430 株

③ 期中平均株式数（中間期） 24年3月期中間期 9,866,974 株 23年3月期中間期 10,000,000 株

（個別業績の概要） 

1.  平成24年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成23年4月1日～平成23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 

  

(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 ％

24年3月期中間期 2,248,357 7.4 76,124 △28.3 6,159 △82.0

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

1株当たり中間純利益
円 銭

24年3月期中間期 624.22
23年3月期中間期 3,415.74

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期中間期 30,901,058 714,161 2.3
23年3月期 30,869,661 766,437 2.5

（参考） 自己資本 24年3月期中間期  714,011百万円 23年3月期  766,437百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24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 3,828,000 △11.2 178,000 125.6 32,000 88.9 3,245.25
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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23年11月14日(月)18：30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１兆8,076億円（前年同期比8.6％増）、資産運用収益5,062億円（同10.5％増）、その

他経常収益1,558億円（同11.8％増）を合計した結果、２兆4,697億円（同9.2％増）となりました。保険料等収入の

増加は、当社における一時払終身保険の販売が好調であったこと、平成23年５月に完全子会社化したオーストラリ

アのTAL Limited（平成23年６月１日付でTower Australia Group Limitedから社名変更）の保険料収入が、完全子

会社化に伴い新たに加わったことが主な要因であります。また、資産運用収益の増加は、当社の有価証券売却益が

増加したことが主な要因であります。 

一方、経常費用は、保険金等支払金１兆3,045億円（同3.2％増）、責任準備金等繰入額3,055億円（同12.2％

増）、資産運用費用3,437億円（同66.0％増）、事業費2,289億円（同6.1％増）、その他経常費用2,266億円（同

11.8％増）を合計した結果、２兆4,093億円（同11.5％増）となりました。責任準備金等繰入額の増加は、新契約の

増加等に伴い当社の責任準備金繰入額が増加したことが主な要因であります。また、資産運用費用の増加は、金融

環境の悪化に伴い、保有する有価証券の時価が下落したことから有価証券評価損を851億円計上したことが主な要因

であります。 

この結果、経常利益は604億円（同40.2％減）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123億円（同

58.0％減）となりました。なお、TAL Limitedの子会社化に伴う段階取得に係る差益231億円を特別利益に計上して

おります。また、大井事業所の土地・建物の譲渡方針の決定に伴う減損損失249億円を特別損失に計上しておりま

す。 

  

当連結中間会計期間末の資産合計は、32兆6,242億円（前連結会計年度末比1.0％増）となりました。 

主な資産構成は、有価証券が25兆7,919億円（同0.8％増）、貸付金が３兆4,554億円（同4.8％減）、有形固定資

産が１兆2,624億円（同2.6％減）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、及び公社債への投資を増加させたこと等により、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増加し、31兆9,615億円（同1.3％増）となりました。また、負債の大部分を

占める保険契約準備金は30兆780億円（同1.5％増）となりました。 

純資産合計は、6,627億円（同9.4％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、1,976億円（同17.3％減）となりました。 

  

平成24年３月期通期業績予想につきましては、平成23年５月13日発表の予想数値から変更はございません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２. 中間連結財務諸表 
 (1)中間連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（平成23年９月30日） 

資産の部   

現金及び預貯金 257,204 269,088

コールローン 244,700 278,700

買入金銭債権 291,115 291,430

金銭の信託 62,838 67,547

有価証券 25,597,752 25,791,910

貸付金 3,627,991 3,455,495

有形固定資産 1,296,105 1,262,485

無形固定資産 104,173 201,083

再保険貸 45,764 45,463

その他資産 288,336 465,656

繰延税金資産 477,206 487,142

支払承諾見返 17,826 19,695

貸倒引当金 △12,928 △11,434

投資損失引当金 △223 －

資産合計 32,297,862 32,624,265

負債の部   

保険契約準備金 29,641,967 30,078,059

支払備金 198,841 246,300

責任準備金 29,039,453 29,440,850

契約者配当準備金 403,671 390,908

再保険借 1,278 10,728

社債 149,129 145,880

その他負債 1,126,459 1,065,903

退職給付引当金 420,067 432,690

役員退職慰労引当金 3,168 2,670

時効保険金等払戻引当金 1,100 987

特別法上の準備金 80,596 80,668

価格変動準備金 80,596 80,668

繰延税金負債 798 9,956

再評価に係る繰延税金負債 123,635 114,280

支払承諾 17,826 19,695

負債合計 31,566,027 31,961,521
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（平成23年９月30日） 

純資産の部   

資本金 210,200 210,200

資本剰余金 210,200 210,200

利益剰余金 149,007 161,581

自己株式 △20,479 △18,738

株主資本合計 548,928 563,242

その他有価証券評価差額金 238,886 197,669

繰延ヘッジ損益 1,243 △241

土地再評価差額金 △65,194 △81,667

為替換算調整勘定 △3,765 △26,101

その他の包括利益累計額合計 171,169 89,659

新株予約権 － 150

少数株主持分 11,737 9,691

純資産合計 731,835 662,743

負債純資産合計 32,297,862 32,624,265
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 (2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 
  中間連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

経常収益 2,262,676 2,469,759

保険料等収入 1,665,198 1,807,604

資産運用収益 458,014 506,263

利息及び配当金等収入 338,204 343,929

金銭の信託運用益 1,598 8,924

売買目的有価証券運用益 301 －

有価証券売却益 101,745 146,404

有価証券償還益 985 340

金融派生商品収益 14,842 4,102

貸倒引当金戻入額 － 1,468

投資損失引当金戻入額 － 171

その他運用収益 336 921

その他経常収益 139,463 155,891

経常費用 2,161,584 2,409,351

保険金等支払金 1,263,834 1,304,534

保険金 385,195 384,952

年金 213,007 230,645

給付金 265,851 251,748

解約返戻金 317,450 329,864

その他返戻金等 82,329 107,323

責任準備金等繰入額 272,240 305,555

責任準備金繰入額 267,221 300,753

契約者配当金積立利息繰入額 5,019 4,801

資産運用費用 207,034 343,736

支払利息 5,701 9,902

売買目的有価証券運用損 － 3,709

有価証券売却損 61,837 56,949

有価証券評価損 6,867 85,103

有価証券償還損 1,033 1,857

為替差損 13,099 25,038

貸付金償却 447 116

賃貸用不動産等減価償却費 7,397 7,479

その他運用費用 16,915 17,743

特別勘定資産運用損 93,734 135,837

事業費 215,819 228,915

その他経常費用 202,655 226,608

経常利益 101,092 60,408
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（単位：百万円）

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

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

特別利益 3,860 23,575

固定資産等処分益 3,176 458

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 －

段階取得に係る差益 － 23,116

その他 0 0

特別損失 14,468 30,037

固定資産等処分損 583 542

減損損失 2,784 29,308

価格変動準備金繰入額 7,026 72

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,074 －

その他 0 114

契約者配当準備金繰入額 41,249 34,796

税金等調整前中間純利益 49,235 19,149

法人税及び住民税等 5,648 3,487

法人税等調整額 14,784 5,498

法人税等合計 20,432 8,985

少数株主損益調整前中間純利益 28,802 10,163

少数株主損失（△） △640 △2,198

中間純利益 29,443 12,361
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  中間連結包括利益計算書 

（単位：百万円）

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

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前中間純利益 28,802 10,163

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △45,028 △40,827

繰延ヘッジ損益 △791 △1,484

土地再評価差額金 － △34

為替換算調整勘定 △407 △22,236

持分法適用会社に対する持分相当額 887 △312

その他の包括利益合計 △45,340 △64,895

中間包括利益 △16,537 △54,731

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 △16,049 △52,708

少数株主に係る中間包括利益 △487 △2,022
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 (3)中間連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 210,200 210,200

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 210,200 210,200

資本剰余金   

当期首残高 210,200 210,200

当中間期変動額   

自己株式の処分 － △451

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 451

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 210,200 210,200

利益剰余金   

当期首残高 138,318 149,007

当中間期変動額   

剰余金の配当 △10,000 △15,776

中間純利益 29,443 12,361

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △451

土地再評価差額金の取崩 1,197 16,439

その他 3 0

当中間期変動額合計 20,644 12,573

当中間期末残高 158,963 161,581

自己株式   

当期首残高 － △20,479

当中間期変動額   

自己株式の処分 － 1,740

当中間期変動額合計 － 1,740

当中間期末残高 － △18,738

株主資本合計   

当期首残高 558,718 548,928

当中間期変動額   

剰余金の配当 △10,000 △15,776

中間純利益 29,443 12,361

自己株式の処分 － 1,289

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

土地再評価差額金の取崩 1,197 16,439

その他 3 0

当中間期変動額合計 20,644 14,314

当中間期末残高 579,363 563,242
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（単位：百万円）

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

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 462,289 238,886

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 △41,216

当中間期変動額合計 △45,255 △41,216

当中間期末残高 417,034 197,669

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △2,008 1,243

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 △1,484

当中間期変動額合計 △791 △1,484

当中間期末残高 △2,800 △241

土地再評価差額金   

当期首残高 △63,540 △65,194

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 △16,473

当中間期変動額合計 △1,197 △16,473

当中間期末残高 △64,738 △81,667

為替換算調整勘定   

当期首残高 △3,069 △3,765

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 △22,335

当中間期変動額合計 553 △22,335

当中間期末残高 △2,515 △26,101

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 393,671 171,169

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 △81,509

当中間期変動額合計 △46,690 △81,509

当中間期末残高 346,980 89,659

新株予約権   

当期首残高 － －

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）

－ 150

当中間期変動額合計 － 150

当中間期末残高 － 150

第一生命保険株式会社 (8750)　平成24年３月期 第２四半期（中間期）決算短信

－9－



（単位：百万円）

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

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主持分   

当期首残高 11,804 11,737

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 △2,046

当中間期変動額合計 △499 △2,046

当中間期末残高 11,304 9,691

純資産合計   

当期首残高 964,193 731,835

当中間期変動額   

剰余金の配当 △10,000 △15,776

中間純利益 29,443 12,361

自己株式の処分 － 1,289

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

土地再評価差額金の取崩 1,197 16,439

その他 3 0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△47,190 △83,406

当中間期変動額合計 △26,545 △69,092

当中間期末残高 937,648 662,743
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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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