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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９月30日）
（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
親会社株主に帰属する

中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期中間期 921,014 △3.6 83,564 △7.9 44,100 △8.5

29年３月期中間期 955,815 △7.4 90,780 △5.0 48,210 △0.4
(注) 包括利益 30年３月期中間期 120,701百万円( ―％) 29年３月期中間期 △36,484百万円( ―％)
　

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

30年３月期中間期 70.37 69.01

29年３月期中間期 75.16 73.76
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期中間期 15,099,450 1,190,504 7.9

29年３月期 14,891,167 1,096,772 7.3
(参考) 自己資本 30年３月期中間期 1,185,794百万円 29年３月期 1,092,856百万円
　

　　

２．配当の状況

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

29年３月期 ― 15.00 ― 17.50 32.50

30年３月期 ― 17.50

30年３月期(予想) ― 17.50 35.00
　

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

経常収益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 1,900,000 △3.8 150,000 △4.6 74,000 △1.6 116.99
　

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（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

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
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期中間期 655,000,000株 29年３月期 681,480,000株

② 期末自己株式数 30年３月期中間期 32,803,953株 29年３月期 48,925,774株

③ 期中平均株式数（中間期） 30年３月期中間期 626,730,643株 29年３月期中間期 641,436,628株
　

　

※ 中間決算短信は中間監査の対象外です
　

※ 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。
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１．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

現金及び預貯金 862,425 664,887

コールローン 11,302 10,582

買入金銭債権 141,242 127,369

金銭の信託 583,476 651,022

有価証券 11,001,953 11,399,990

貸付金 1,685,118 1,688,570

有形固定資産 319,884 321,473

無形固定資産 23,195 24,803

代理店貸 756 666

再保険貸 3,535 3,575

その他資産 210,889 188,820

繰延税金資産 49,143 19,365

貸倒引当金 △1,755 △1,676

資産の部合計 14,891,167 15,099,450

決算短信（宝印刷） 2017年10月24日 19時45分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

― 2 ―

(株)Ｔ＆Ｄホールディングス(8795)　平成30年3月期　第2四半期決算短信



(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

保険契約準備金 13,139,218 13,210,785

支払備金 70,065 66,679

責任準備金 12,976,211 13,055,764

契約者配当準備金 92,942 88,341

代理店借 334 597

再保険借 1,781 1,910

短期社債 2,999 6,000

社債 50,095 50,080

その他負債 332,772 372,698

役員賞与引当金 263 137

退職給付に係る負債 56,547 49,102

役員退職慰労引当金 53 49

特別法上の準備金 204,894 212,165

価格変動準備金 204,894 212,165

繰延税金負債 7 13

再評価に係る繰延税金負債 5,426 5,406

負債の部合計 13,794,395 13,908,946

純資産の部

資本金 207,111 207,111

資本剰余金 194,522 156,787

利益剰余金 460,683 493,764

自己株式 △67,763 △46,703

株主資本合計 794,554 810,960

その他有価証券評価差額金 338,842 415,277

繰延ヘッジ損益 △5,203 △5,052

土地再評価差額金 △35,354 △35,404

為替換算調整勘定 17 13

その他の包括利益累計額合計 298,302 374,834

新株予約権 1,178 1,223

非支配株主持分 2,737 3,485

純資産の部合計 1,096,772 1,190,504

負債及び純資産の部合計 14,891,167 15,099,450
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

経常収益 955,815 921,014

保険料等収入 733,042 690,263

資産運用収益 189,293 194,541

利息及び配当金等収入 133,525 140,588

金銭の信託運用益 1,407 12,070

売買目的有価証券運用益 － 73

有価証券売却益 53,130 35,189

為替差益 － 302

貸倒引当金戻入額 47 75

その他運用収益 1,182 1,531

特別勘定資産運用益 － 4,710

その他経常収益 33,479 36,148

持分法による投資利益 － 61

経常費用 865,035 837,450

保険金等支払金 584,834 580,703

保険金 181,849 173,344

年金 150,004 142,590

給付金 73,828 71,228

解約返戻金 154,072 167,744

その他返戻金 25,079 25,795

責任準備金等繰入額 87,621 79,563

責任準備金繰入額 87,603 79,553

契約者配当金積立利息繰入額 17 9

資産運用費用 58,695 43,279

支払利息 289 278

売買目的有価証券運用損 3,804 －

有価証券売却損 24,501 9,487

有価証券評価損 193 3,726

金融派生商品費用 13,385 20,635

為替差損 4,479 －

賃貸用不動産等減価償却費 2,403 2,297

その他運用費用 7,377 6,854

特別勘定資産運用損 2,261 －

事業費 98,603 102,181

その他経常費用 35,267 31,722

持分法による投資損失 13 －

経常利益 90,780 83,564
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(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

特別利益 250 10

固定資産等処分益 246 6

国庫補助金 3 4

特別損失 15,516 7,463

固定資産等処分損 136 45

減損損失 735 142

価格変動準備金繰入額 14,351 7,271

その他特別損失 292 4

契約者配当準備金繰入額 15,955 13,789

税金等調整前中間純利益 59,558 62,321

法人税及び住民税等 18,181 17,633

法人税等調整額 △6,919 571

法人税等合計 11,261 18,204

中間純利益 48,297 44,116

非支配株主に帰属する中間純利益 87 16

親会社株主に帰属する中間純利益 48,210 44,100

決算短信（宝印刷） 2017年10月24日 19時45分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

― 5 ―

(株)Ｔ＆Ｄホールディングス(8795)　平成30年3月期　第2四半期決算短信



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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

中間純利益 48,297 44,116

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △86,082 76,438

繰延ヘッジ損益 1,320 150

為替換算調整勘定 △0 △0

持分法適用会社に対する持分相当額 △18 △4

その他の包括利益合計 △84,781 76,584

中間包括利益 △36,484 120,701

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 △36,571 120,682

非支配株主に係る中間包括利益 87 19
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（３）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

当期首残高 207,111 194,550 422,422 △48,876 775,208 487,200 △8,601

当中間期変動額

剰余金の配当 △19,462 △19,462

親会社株主に帰属す

る中間純利益
48,210 48,210

自己株式の取得 △14,003 △14,003

自己株式の処分 △28 125 97

土地再評価差額金の

取崩
△7,615 △7,615

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△86,084 1,320

当中間期変動額合計 △28 21,131 △13,878 7,224 △86,084 1,320

当中間期末残高 207,111 194,522 443,554 △62,755 782,433 401,115 △7,281

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配

株主持分
純資産合計土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 △43,288 21 435,331 926 2,595 1,214,061

当中間期変動額

剰余金の配当 △19,462

親会社株主に帰属す

る中間純利益
48,210

自己株式の取得 △14,003

自己株式の処分 97

土地再評価差額金の

取崩
△7,615

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

7,615 △17 △77,166 251 48 △76,866

当中間期変動額合計 7,615 △17 △77,166 251 48 △69,641

当中間期末残高 △35,672 4 358,165 1,178 2,643 1,144,420
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当中間連結会計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

当期首残高 207,111 194,522 460,683 △67,763 794,554 338,842 △5,203

当中間期変動額

剰余金の配当 △11,069 △11,069

親会社株主に帰属す

る中間純利益
44,100 44,100

自己株式の取得 △17,008 △17,008

自己株式の処分 △104 368 264

自己株式の消却 △37,700 37,700 －

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

70 70

土地再評価差額金の

取崩
50 50

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

76,435 150

当中間期変動額合計 △37,734 33,081 21,059 16,406 76,435 150

当中間期末残高 207,111 156,787 493,764 △46,703 810,960 415,277 △5,052

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配

株主持分
純資産合計土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 △35,354 17 298,302 1,178 2,737 1,096,772

当中間期変動額

剰余金の配当 △11,069

親会社株主に帰属す

る中間純利益
44,100

自己株式の取得 △17,008

自己株式の処分 264

自己株式の消却 －

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

70

土地再評価差額金の

取崩
50

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△50 △3 76,531 45 747 77,325

当中間期変動額合計 △50 △3 76,531 45 747 93,731

当中間期末残高 △35,404 13 374,834 1,223 3,485 1,190,504
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（４）中間連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

― 9 ―

(株)Ｔ＆Ｄホールディングス(8795)　平成30年3月期　第2四半期決算短信


	サマリー情報
	添付資料の目次
	１．中間連結財務諸表及び主な注記
	（１）中間連結貸借対照表
	（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
	（３）中間連結株主資本等変動計算書
	（４）中間連結財務諸表に関する注記事項
	（継続企業の前提に関する注記）

