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1.  平成25年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(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 ％

25年3月期中間期 2,337,735 △5.3 88,891 47.2 28,052 126.9
24年3月期中間期 2,469,759 9.2 60,408 △40.2 12,361 △58.0

（注）包括利益 25年3月期中間期 △77,355百万円 （―％） 24年3月期中間期 △54,731百万円 （―％）

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

25年3月期中間期 2,835.23 2,834.49
24年3月期中間期 1,252.85 1,252.78

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期中間期 33,705,834 899,972 2.6
24年3月期 33,468,670 991,745 2.9

（参考） 自己資本   25年3月期中間期  890,739百万円 24年3月期  982,503百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 1,600.00 1,600.00
25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 1,600.00 1,600.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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５月15日発表の予想数値から変更はありません。 

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 4,596,000 △6.8 138,000 △38.9 25,000 22.8 2,528.66



(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）  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第11条の６に該当するものであります。詳細は、添付資料P.2「１.サマリー情報（注
記事項）に関する事項 (1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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所有する当社株式(25
年３月期中間期末99,936株、24年３月期末113,354株)を記載しております。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期中間期 10,000,166 株 24年3月期 10,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期中間期 99,936 株 24年3月期 113,354 株

③ 期中平均株式数（中間期） 25年3月期中間期 9,894,322 株 24年3月期中間期 9,866,974 株

（個別業績の概要） 

1.  平成25年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(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 ％

25年3月期中間期 2,037,349 △9.4 88,674 16.5 30,026 387.5
24年3月期中間期 2,248,357 7.4 76,124 △28.3 6,159 △82.0

1株当たり中間純利益
円 銭

25年3月期中間期 3,034.70
24年3月期中間期 624.22

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期中間期 31,568,514 943,106 3.0
24年3月期 31,461,940 1,028,379 3.3

（参考） 自己資本 25年3月期中間期  942,726百万円 24年3月期  1,028,229百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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
間監査手続は終了していません。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、
当社としてその実現を約束する趣旨のものではなく、また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 3,988,000 △9.3 156,000 △36.0 44,000 149.7 4,450.45
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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24年11月14日(水)18：00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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当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成24年４月１日以降に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、当中間連結会計期間の経常利益及び税金等調整前中間純利益は97百

万円増加しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

１．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 
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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24年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

現金及び預貯金 315,187 457,426

コールローン 249,200 193,800

買入金銭債権 294,324 292,472

金銭の信託 48,266 60,875

有価証券 27,038,793 27,203,856

貸付金 3,413,620 3,252,022

有形固定資産 1,254,685 1,236,331

無形固定資産 211,055 200,434

再保険貸 41,751 39,082

その他資産 307,973 407,764

繰延税金資産 284,562 343,898

支払承諾見返 20,074 20,678

貸倒引当金 △10,684 △2,558

投資損失引当金 △142 △248

資産合計 33,468,670 33,705,834

負債の部   

保険契約準備金 30,489,920 30,808,355

支払備金 239,320 244,282

責任準備金 29,862,729 30,182,303

契約者配当準備金 387,871 381,769

再保険借 12,681 13,434

社債 148,652 146,358

その他負債 1,188,105 1,174,869

退職給付引当金 433,791 441,995

役員退職慰労引当金 2,538 2,448

時効保険金等払戻引当金 1,000 880

特別法上の準備金 74,831 88,999

価格変動準備金 74,831 88,999

繰延税金負債 9,719 12,890

再評価に係る繰延税金負債 95,608 94,950

支払承諾 20,074 20,678

負債合計 32,476,924 32,805,861
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

資本金 210,200 210,207

資本剰余金 210,200 210,207

利益剰余金 165,557 153,355

自己株式 △16,703 △14,760

株主資本合計 569,253 559,009

その他有価証券評価差額金 483,446 387,300

繰延ヘッジ損益 △44 △880

土地再評価差額金 △61,616 △38,046

為替換算調整勘定 △8,535 △16,642

その他の包括利益累計額合計 413,249 331,730

新株予約権 150 379

少数株主持分 9,091 8,853

純資産合計 991,745 899,972

負債純資産合計 33,468,670 33,705,834
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

経常収益 2,469,759 2,337,735

保険料等収入 1,807,604 1,707,797

資産運用収益 506,263 504,284

利息及び配当金等収入 343,929 339,743

金銭の信託運用益 8,924 2,724

売買目的有価証券運用益 － 9,549

有価証券売却益 146,404 125,952

有価証券償還益 340 694

金融派生商品収益 4,102 2,855

貸倒引当金戻入額 1,468 2,507

投資損失引当金戻入額 171 －

その他運用収益 921 20,256

その他経常収益 155,891 125,654

経常費用 2,409,351 2,248,844

保険金等支払金 1,304,534 1,273,748

保険金 384,952 411,191

年金 230,645 242,634

給付金 251,748 262,573

解約返戻金 329,864 261,510

その他返戻金等 107,323 95,838

責任準備金等繰入額 305,555 339,524

支払備金繰入額 － 10,256

責任準備金繰入額 300,753 324,639

契約者配当金積立利息繰入額 4,801 4,628

資産運用費用 343,736 205,648

支払利息 9,902 9,848

売買目的有価証券運用損 3,709 －

有価証券売却損 56,949 31,503

有価証券評価損 85,103 64,244

有価証券償還損 1,857 1,016

為替差損 25,038 17,352

投資損失引当金繰入額 － 122

貸付金償却 116 6

賃貸用不動産等減価償却費 7,479 7,314

その他運用費用 17,743 16,736

特別勘定資産運用損 135,837 57,502

事業費 228,915 228,335

その他経常費用 226,608 201,587

経常利益 60,408 88,891
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（単位：百万円）

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

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

特別利益 23,575 4,524

固定資産等処分益 458 4,523

段階取得に係る差益 23,116 －

その他 0 1

特別損失 30,037 20,703

固定資産等処分損 542 3,741

減損損失 29,308 2,793

価格変動準備金繰入額 72 14,168

その他 114 0

契約者配当準備金繰入額 34,796 38,958

税金等調整前中間純利益 19,149 33,754

法人税及び住民税等 3,487 21,524

法人税等調整額 5,498 △15,178

法人税等合計 8,985 6,346

少数株主損益調整前中間純利益 10,163 27,408

少数株主損失（△） △2,198 △643

中間純利益 12,361 28,052
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前中間純利益 10,163 27,408

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △40,827 △95,785

繰延ヘッジ損益 △1,484 △836

土地再評価差額金 △34 △88

為替換算調整勘定 △22,236 △8,133

持分法適用会社に対する持分相当額 △312 80

その他の包括利益合計 △64,895 △104,763

中間包括利益 △54,731 △77,355

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 △52,708 △77,125

少数株主に係る中間包括利益 △2,022 △229

第一生命保険株式会社(8750)　平成25年３月期第２四半期（中間期）決算短信

－7－



 (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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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   

新株の発行（新株予約権の行使） － 7

当中間期変動額合計 － 7

当中間期末残高 210,200 210,207

資本剰余金   

当期首残高 210,200 210,200

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 7

自己株式の処分 △451 △777

利益剰余金から資本剰余金への振替 451 777

当中間期変動額合計 － 7

当中間期末残高 210,200 210,207

利益剰余金   

当期首残高 149,007 165,557

当中間期変動額   

剰余金の配当 △15,776 △15,818

中間純利益 12,361 28,052

利益剰余金から資本剰余金への振替 △451 △777

土地再評価差額金の取崩 16,439 △23,658

その他 0 0

当中間期変動額合計 12,573 △12,202

当中間期末残高 161,581 153,355

自己株式   

当期首残高 △20,479 △16,703

当中間期変動額   

自己株式の処分 1,740 1,943

当中間期変動額合計 1,740 1,943

当中間期末残高 △18,738 △14,760
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（単位：百万円）

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

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

株主資本合計   

当期首残高 548,928 569,253

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 14

剰余金の配当 △15,776 △15,818

中間純利益 12,361 28,052

自己株式の処分 1,289 1,165

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 16,439 △23,658

その他 0 0

当中間期変動額合計 14,314 △10,244

当中間期末残高 563,242 559,009

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 238,886 483,446

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）

△41,216 △96,146

当中間期変動額合計 △41,216 △96,146

当中間期末残高 197,669 387,300

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 1,243 △44

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）

△1,484 △836

当中間期変動額合計 △1,484 △836

当中間期末残高 △241 △880

土地再評価差額金   

当期首残高 △65,194 △61,616

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）

△16,473 23,570

当中間期変動額合計 △16,473 23,570

当中間期末残高 △81,667 △38,046

為替換算調整勘定   

当期首残高 △3,765 △8,535

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）

△22,335 △8,107

当中間期変動額合計 △22,335 △8,107

当中間期末残高 △26,101 △16,642
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（単位：百万円）

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

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 171,169 413,249

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）

△81,509 △81,519

当中間期変動額合計 △81,509 △81,519

当中間期末残高 89,659 331,730

新株予約権   

当期首残高 － 150

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）

150 229

当中間期変動額合計 150 229

当中間期末残高 150 379

少数株主持分   

当期首残高 11,737 9,091

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）

△2,046 △238

当中間期変動額合計 △2,046 △238

当中間期末残高 9,691 8,853

純資産合計   

当期首残高 731,835 991,745

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 14

剰余金の配当 △15,776 △15,818

中間純利益 12,361 28,052

自己株式の処分 1,289 1,165

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 16,439 △23,658

その他 0 0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△83,406 △81,528

当中間期変動額合計 △69,092 △91,772

当中間期末残高 662,743 899,972
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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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