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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

経常収益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 752,315 32.0 △43,257 － △59,252 －

2022年３月期第１四半期 570,077 7.2 △17,708 － △31,869 －
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 △184,433百万円( －％) 2022年３月期第１四半期 6,517百万円(△95.5％)

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

円 銭 円 銭

2023年３月期第１四半期 △105.85 －

2022年３月期第１四半期 △54.11 －
　　

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失である
　 ため、記載しておりません。

（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 ％

2023年３月期第１四半期 17,706,676 1,183,404 6.6

2022年３月期 17,813,408 1,389,506 7.8
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 1,175,603百万円 2022年３月期 1,381,251百万円
　　

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

2022年３月期 － 28.00 － 28.00 56.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) 31.00 － 31.00 62.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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 2,390,000 △8.6 84,000 47.3 17,000 19.9 30.30
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

グループ修正利益の2023年3月期連結業績予想は1,060億円(170.0％)、当第1四半期(累計)実績は386億円(60.2％)。
　※グループ修正利益とは、親会社株主に帰属する当期純利益に対し、市場の変動により会計上生じる一時的な評価

性損益等を一部調整したグループの経営実態を表す指標の一つ。

　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（３）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 ： 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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料「１．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計

方針の変更）」をご覧ください。

（４）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) 2023年３月期１Ｑ 589,000,000株 2022年３月期 589,000,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 31,178,934株 2022年３月期 27,894,797株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 559,762,373株 2022年３月期１Ｑ 588,922,255株
　

（注）株主資本において自己株式として計上されている役員報酬ＢＩＰ信託に残存する当社の株式については、
　 2023年３月期第１四半期の期末自己株式数に1,386,300 株（2022年３月期は1,436,300株）含めており、
　 2023年３月期第１四半期の期中平均株式数において1,403,959株（2022年３月期第１四半期は725,572 株）

控除しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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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１．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

現金及び預貯金 890,674 851,699

コールローン 504 736

買入金銭債権 170,920 161,611

金銭の信託 1,324,898 1,395,523

有価証券 12,948,127 12,766,989

貸付金 1,695,200 1,717,525

有形固定資産 372,668 379,683

無形固定資産 35,138 34,863

代理店貸 396 389

再保険貸 34,298 63,372

その他資産 340,540 302,597

退職給付に係る資産 2,851 2,624

繰延税金資産 505 32,293

貸倒引当金 △3,316 △3,232

資産の部合計 17,813,408 17,706,676
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

保険契約準備金 14,505,391 14,511,979

支払備金 72,683 73,236

責任準備金 14,359,852 14,367,484

契約者配当準備金 72,856 71,258

代理店借 1,676 2,089

再保険借 13,917 35,844

短期社債 4,999 5,999

社債 157,000 157,000

その他負債 1,413,188 1,499,062

役員賞与引当金 305 78

株式給付引当金 1,221 1,133

退職給付に係る負債 42,145 42,753

役員退職慰労引当金 48 52

特別法上の準備金 259,979 262,127

価格変動準備金 259,979 262,127

繰延税金負債 19,538 661

再評価に係る繰延税金負債 4,488 4,488

負債の部合計 16,423,901 16,523,271

純資産の部

資本金 207,111 207,111

資本剰余金 64,000 63,966

利益剰余金 670,203 595,199

自己株式 △43,013 △48,407

株主資本合計 898,301 817,870

その他有価証券評価差額金 509,632 372,865

繰延ヘッジ損益 △2,527 △9

土地再評価差額金 △35,062 △35,062

為替換算調整勘定 10,906 19,939

その他の包括利益累計額合計 482,949 357,733

新株予約権 659 570

非支配株主持分 7,596 7,231

純資産の部合計 1,389,506 1,183,404

負債及び純資産の部合計 17,813,408 17,706,676
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

経常収益 570,077 752,315

保険料等収入 463,063 535,503

資産運用収益 82,415 194,039

利息及び配当金等収入 74,761 86,400

金銭の信託運用益 － 60,096

売買目的有価証券運用益 97 －

有価証券売却益 6,082 20,561

有価証券償還益 263 369

為替差益 － 25,893

貸倒引当金戻入額 118 84

その他運用収益 548 633

特別勘定資産運用益 544 －

その他経常収益 24,598 22,772

経常費用 587,786 795,572

保険金等支払金 361,060 568,461

保険金 116,549 145,981

年金 71,806 83,769

給付金 38,563 47,870

解約返戻金 96,673 160,789

その他返戻金 11,879 32,535

再保険料 25,588 97,514

責任準備金等繰入額 82,071 8,189

支払備金繰入額 － 553

責任準備金繰入額 82,067 7,632

契約者配当金積立利息繰入額 4 3

資産運用費用 13,460 49,886

支払利息 386 440

金銭の信託運用損 342 －

売買目的有価証券運用損 － 85

有価証券売却損 3,553 9,759

有価証券評価損 1,776 285

金融派生商品費用 1,019 30,968

為替差損 892 －

貸付金償却 5 －

賃貸用不動産等減価償却費 1,486 1,430

その他運用費用 3,997 4,450

特別勘定資産運用損 － 2,465

事業費 56,739 61,273

その他経常費用 17,667 19,346

持分法による投資損失 56,785 88,416

経常損失（△） △17,708 △43,257
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(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

特別利益 92 5

固定資産等処分益 92 －

国庫補助金 － 5

特別損失 2,191 2,391

固定資産等処分損 78 237

価格変動準備金繰入額 2,113 2,148

その他特別損失 － 5

契約者配当準備金繰入額 5,540 5,357

税金等調整前四半期純損失（△） △25,349 △51,000

法人税及び住民税等 9,276 9,736

法人税等調整額 △2,793 △1,519

法人税等合計 6,482 8,216

四半期純損失（△） △31,831 △59,217

非支配株主に帰属する四半期純利益 37 34

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △31,869 △59,252
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純損失（△） △31,831 △59,217

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 34,825 △130,723

繰延ヘッジ損益 38 2,518

為替換算調整勘定 0 17

持分法適用会社に対する持分相当額 3,486 2,971

その他の包括利益合計 38,349 △125,216

四半期包括利益 6,517 △184,433

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,480 △184,467

非支配株主に係る四半期包括利益 37 34
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（３）四半期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。 

 

（追加情報） 

（旧フォーティテュード社における組織再編及びこれに伴う会計処理の遡及適用） 

Fortitude Group Holdings, LLC（以下、「旧フォーティテュード社」）は、グローバルのクローズ

ドブック市場における一層の競争力強化に向けて、2021年10月１日付でグループ組織再編（以下、「本

件組織再編」）を実施しました。 

本件組織再編に伴い、米国会計基準上、旧フォーティテュード社において、2020年６月２日に遡って

同社の負債が新たな計算方式で再評価されております。 

当社においても旧フォーティテュード社に対して持分法を適用するにあたり、前連結会計年度より、

2020年６月２日に遡って同様の会計処理を行っており、前第１四半期連結累計期間については遡及適用

後の四半期連結財務諸表となっております。 

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第１四半期連結会計期間の経常損失及び税金等調整前四半

期純損失はそれぞれ362百万円減少、法人税等調整額が320百万円減少、親会社株主に帰属する四半期純

損失は683百万円減少しております。 

 

（表示方法の変更） 

（連結損益計算書「保険金等支払金」のうち「その他返戻金」の表示方法の変更） 

前第１四半期連結累計期間において、「保険金等支払金」の「その他返戻金」に含めていた「再保険

料」は、金額的重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より独立掲記しております。 

この表示方法の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを

行っております。 

この結果、前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に表示しておりました「その他返戻金」

37,468百万円は、「その他返戻金」11,879百万円、「再保険料」25,588百万円と表示しております。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

  該当事項はありません。 

 

（会計方針の変更） 

（時価の算定に関する会計基準の適用指針） 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下

「時価算定適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定適用指針第

27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわた

って適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

（重要な後発事象） 

（決算日の異なる持分法適用の関連会社の損益） 

当第１四半期連結会計期間において、FGH Parent, L.P. （以下、「フォーティテュード社」）に係

る持分法投資損益は、同社の第１四半期連結会計期間（2022年１月１日から３月31日）の連結財務諸表

を使用しております。 

なお、当社の第２四半期連結会計期間において、フォーティテュード社の第２四半期連結会計期間

(2022年４月１日から６月30日）に係る持分法投資損益を△100,000百万円程度計上する予定であります。 
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