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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期中間期 5,615,070 49.1 219,265 △23.4 108,205 △39.4

2022年３月期中間期 3,765,781 12.0 286,247 75.8 178,474 114.2

(注) 包括利益 2023年３月期中間期△1,371,329百万円( －％) 2022年３月期中間期 337,454百万円(△50.7％)

　

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

2023年３月期中間期 105.61 105.57
2022年３月期中間期 163.45 163.36

　　

（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月期中間期 63,849,270 2,952,284 4.6

2022年３月期 65,881,161 4,408,507 6.7
(参考) 自己資本 2023年３月期中間期 2,951,800百万円 2022年３月期 4,407,812百万円
　

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 － 0.00 － 83.00 83.00

2023年３月期 － 0.00

2023年３月期(予想) － 86.00 86.00
　

(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 9,650,000 17.5 430,000 △27.2 219,000 △46.5 213.73
　

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正の詳細につきましては、2022年11月14日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧

ください。

2023年３月期の連結業績予想における「１株当たり当期純利益」については、2022年９月末の発行済株式数及び

自己株式数の状況を考慮して記載しております。

　　



※ 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) ： 有

　 新規 １社 (社名)TAL Life Insurance Services Limited

（注）同社は、子会社化に伴い、Westpac Life Insurance Services Limitedから社名を変更しております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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(4) 中間連結財務諸表に関する注記事項をご覧ください。

　

（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) 2023年３月期中間期 1,031,348,700株 2022年３月期 1,031,348,700株

② 期末自己株式数 2023年３月期中間期 6,703,447株 2022年３月期 6,886,547株

③ 期中平均株式数（中間期） 2023年３月期中間期 1,024,615,653株 2022年３月期中間期 1,091,942,891株
　

(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が所有する当社株式（2023年３月期

中間期末3,865,700株、2022年３月期末3,899,900株）を含んでおります。

(個別業績の概要)　
１．2023年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

（１）個別経営成績 (％表示は、対前年中間期増減率)

営業収益 営業利益

百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期中間期 252,747 47.6 244,791 49.0

2022年３月期中間期 171,279 4.1 164,245 3.9

経常利益 中間純利益

百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期中間期 242,551 49.7 242,886 68.3

2022年３月期中間期 161,986 3.4 144,338 △7.5

１株当たり
中間純利益

円 銭

2023年３月期中間期 237.05
2022年３月期中間期 132.19

　　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期中間期 2,026,845 1,424,267 70.2
2022年３月期 1,868,818 1,266,171 67.7

(参考) 自己資本 2023年３月期中間期 1,423,783百万円 2022年３月期 1,265,476百万円
　　　

※ 中間決算短信は公認会計士又は監査法人の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

当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に準

じて、第２四半期決算短信については、特定事業会社第２四半期用の参考様式に基づき作成しております。

　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。

　

　　



第一生命ホールディングス株式会社(8750) 2023年３月期 第２四半期（中間期）決算短信

-1-

○添付資料の目次

１．中間連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………2

（１）中間連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………2

（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 ………………………………………………4

中間連結損益計算書 …………………………………………………………………………………4

中間連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………6

（３）中間連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………7

（４）中間連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………9

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………9

（会計方針の変更） ……………………………………………………………………………………9

※ 当社は、機関投資家・アナリスト向け電話説明会を2022年11月14日(月）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公表する予定です。

　



第一生命ホールディングス株式会社(8750) 2023年３月期 第２四半期（中間期）決算短信

-2-

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
(2022年３月31日)

当中間連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

現金及び預貯金 2,183,874 2,021,329

コールローン 479,900 486,000

買入金銭債権 255,902 251,549

金銭の信託 1,106,918 1,007,244

有価証券 51,504,749 48,881,702

貸付金 3,978,577 4,338,351

有形固定資産 1,159,741 1,211,045

無形固定資産 502,795 683,255

再保険貸 1,924,898 1,775,139

その他資産 2,748,965 2,847,752

繰延税金資産 9,378 315,738

支払承諾見返 45,745 47,283

貸倒引当金 △19,505 △16,552

投資損失引当金 △779 △568

資産の部合計 65,881,161 63,849,270

負債の部

保険契約準備金 52,745,988 54,649,717

支払備金 925,110 1,020,869

責任準備金 51,407,655 53,221,696

契約者配当準備金 413,222 407,151

再保険借 895,123 609,956

短期社債 － 28,005

社債 870,383 906,321

その他負債 5,906,787 3,893,894

売現先勘定 3,115,017 1,548,429

その他の負債 2,791,770 2,345,464

退職給付に係る負債 392,522 390,971

役員退職慰労引当金 929 867

時効保険金等払戻引当金 800 629

特別法上の準備金 287,358 298,660

価格変動準備金 287,358 298,660

繰延税金負債 256,364 153

再評価に係る繰延税金負債 70,652 70,525

支払承諾 45,745 47,283

負債の部合計 61,472,654 60,896,986
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当中間連結会計期間
(2022年９月30日)

純資産の部

資本金 343,926 343,926

資本剰余金 330,259 330,259

利益剰余金 1,334,834 1,344,012

自己株式 △12,718 △12,318

株主資本合計 1,996,301 2,005,880

その他有価証券評価差額金 2,397,969 752,475

繰延ヘッジ損益 △15,532 △47,712

土地再評価差額金 16,643 30,587

為替換算調整勘定 4,232 199,407

退職給付に係る調整累計額 8,197 11,161

その他の包括利益累計額合計 2,411,510 945,919

新株予約権 694 483

純資産の部合計 4,408,507 2,952,284

負債及び純資産の部合計 65,881,161 63,849,270
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

経常収益 3,765,781 5,615,070

保険料等収入 2,422,852 3,269,404

資産運用収益 1,118,071 1,717,173

利息及び配当金等収入 689,855 746,332

金銭の信託運用益 861 －

売買目的有価証券運用益 148,342 －

有価証券売却益 192,745 286,092

有価証券償還益 11,167 13,632

金融派生商品収益 － 31,137

為替差益 － 635,370

貸倒引当金戻入額 10,706 3,522

投資損失引当金戻入額 25 －

その他運用収益 1,162 1,084

特別勘定資産運用益 63,204 －

その他経常収益 224,858 628,492

経常費用 3,479,534 5,395,805

保険金等支払金 2,742,075 3,589,005

保険金 681,910 759,906

年金 365,798 379,589

給付金 313,425 434,656

解約返戻金 605,713 1,328,962

その他返戻金等 775,226 685,890

責任準備金等繰入額 4,139 80,438

支払備金繰入額 － 76,282

契約者配当金積立利息繰入額 4,139 4,156

資産運用費用 218,554 907,014

支払利息 13,673 14,968

金銭の信託運用損 － 1,566

売買目的有価証券運用損 － 456,432

有価証券売却損 76,475 276,755

有価証券評価損 1,654 6,159

有価証券償還損 1,320 5,268

金融派生商品費用 42,812 －

為替差損 47,412 －

投資損失引当金繰入額 － 72

貸付金償却 405 1,352

賃貸用不動産等減価償却費 6,816 6,790

その他運用費用 27,984 41,988

特別勘定資産運用損 － 95,657

事業費 363,672 398,530

その他経常費用 151,092 420,815

経常利益 286,247 219,265
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(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

特別利益 158 564

固定資産等処分益 148 551

その他特別利益 9 13

特別損失 16,363 24,477

固定資産等処分損 4,334 1,567

減損損失 234 11,607

価格変動準備金繰入額 11,792 11,302

その他特別損失 2 0

契約者配当準備金繰入額 35,708 43,584

税金等調整前中間純利益 234,334 151,767

法人税及び住民税等 50,288 40,542

法人税等調整額 5,571 3,019

法人税等合計 55,860 43,562

中間純利益 178,474 108,205

親会社株主に帰属する中間純利益 178,474 108,205
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

中間純利益 178,474 108,205

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 113,793 △1,638,539

繰延ヘッジ損益 3,834 △30,104

為替換算調整勘定 41,948 189,028

退職給付に係る調整額 1,433 2,954

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,029 △2,873

その他の包括利益合計 158,980 △1,479,534

中間包括利益 337,454 △1,371,329

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 337,454 △1,371,329
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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 2021年４月１日 至 2021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 343,732 330,065 1,375,805 △155,959 1,893,643 3,056,350 △2,916

当中間期変動額

新株の発行 194 194 389

剰余金の配当 △68,833 △68,833

親会社株主に帰属す

る中間純利益
178,474 178,474

自己株式の取得 △89,389 △89,389

自己株式の処分 △103 359 255

自己株式の消却 △147,332 147,332 －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
147,435 △147,435 －

土地再評価差額金の

取崩
2,022 2,022

その他 16 16

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

111,851 2,777

当中間期変動額合計 194 194 △35,756 58,302 22,935 111,851 2,777

当中間期末残高 343,926 330,259 1,340,049 △97,657 1,916,578 3,168,202 △138

(単位：百万円)

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 △22,026 △108,830 △10,012 2,912,564 920 4,807,129

当中間期変動額

新株の発行 389

剰余金の配当 △68,833

親会社株主に帰属す

る中間純利益
178,474

自己株式の取得 △89,389

自己株式の処分 255

自己株式の消却 －

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
2,022

その他 16

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△2,022 42,906 1,444 156,958 △225 156,732

当中間期変動額合計 △2,022 42,906 1,444 156,958 △225 179,667

当中間期末残高 △24,049 △65,923 △8,568 3,069,522 694 4,986,796
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　当中間連結会計期間(自 2022年４月１日 至 2022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 343,926 330,259 1,334,834 △12,718 1,996,301 2,397,969 △15,532

当中間期変動額

新株の発行 －

剰余金の配当 △85,030 △85,030

親会社株主に帰属す

る中間純利益
108,205 108,205

自己株式の取得 －

自己株式の処分 △142 400 257

自己株式の消却 －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
142 △142 －

土地再評価差額金の

取崩
△13,944 △13,944

その他 90 90

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△1,645,493 △32,180

当中間期変動額合計 － － 9,178 400 9,578 △1,645,493 △32,180

当中間期末残高 343,926 330,259 1,344,012 △12,318 2,005,880 752,475 △47,712

(単位：百万円)

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 16,643 4,232 8,197 2,411,510 694 4,408,507

当中間期変動額

新株の発行 －

剰余金の配当 △85,030

親会社株主に帰属す

る中間純利益
108,205

自己株式の取得 －

自己株式の処分 257

自己株式の消却 －

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
△13,944

その他 90

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

13,944 195,175 2,963 △1,465,590 △211 △1,465,801

当中間期変動額合計 13,944 195,175 2,963 △1,465,590 △211 △1,456,223

当中間期末残高 30,587 199,407 11,161 945,919 483 2,952,284
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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。

（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」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準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。

　


