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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

（注） 
１.平成22年３月期第３四半期連結累計期間において当社は相互会社であることから、四半期純利益について平成22年３月期第３四半期の記載及び平成2
3年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。また、同様に１株当たり四半期純利益について平成22年３月期第３四半期の記
載をしておりません。 
２.平成21年３月期第３四半期累計期間においては、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表を作成していないため、平成22年３月期第３四半期の
対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成22年３月期の１株当たり純資産欄には、純資産から少数株主持分を除いた上で、組織変更時の発行株式総数1,000万株で除した数値を記載して
おります。 
 

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 3,401,652 △15.3 106,253 △19.9 15,699 ―

22年3月期第3四半期 4,013,774 ― 132,579 ― ― ―

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

23年3月期第3四半期 1,569.96 ―

22年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 32,387,502 831,456 2.5 82,051.53
22年3月期 32,104,248 964,193 3.0 95,238.94

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  820,515百万円 22年3月期  952,389百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

平成22年３月期においては、組織変更時の定款附則第２条の規定に基づき平成22年４月16日を基準日として、第１回株主配当（１株当たり1,000円00銭）を
実施いたしました。 

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

22年3月期 ― ― ― ― ―

23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

1,600.00 1,600.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月14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 4,326,000 △18.3 195,000 3.6 50,000 △10.2 5,000.00



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成22年４月１日の組織変更時に普通株式を1,000万株発行しております。 

※四半期レビュー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四半期レビュー手続の対象外であります。ただし、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 10,000,000株 22年3月期  ―株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 10,000,000株 22年3月期3Q ―株
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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２月10日(木)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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 該当事項はありません。 

  

「破綻先」、「実質破綻先」及び現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認

められる債務者に対する債権以外の債権に対する貸倒引当金については、当第３四半期連結会計期間末の貸倒実

績率等が中間連結会計期間末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、中間連結会計期間末の貸倒

実績率等を使用して算定しております。 

  

有形固定資産の減価償却の方法は、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

  

一部の連結子会社の税金費用は、当第３四半期連結累計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定してお

ります。 

  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の経常利益が78百万円、税金等調整前

四半期純利益が4,152百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

3,247百万円であります。  

  

純資産の部については、前連結会計年度では生命保険相互会社様式で表示しておりましたが、第１四半期連結

会計期間からは、株式会社に組織変更したため、生命保険株式会社様式により記載しております。 

  

  

  

１. その他

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（簡便な会計処理）

① 貸倒引当金の算定方法

② 有形固定資産の減価償却費の算定方法

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

① 税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 資産除去債務に関する会計基準の適用

② その他四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更
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２. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金及び預貯金 252,497 188,208

コールローン 174,200 249,100

買入金銭債権 295,665 289,885

金銭の信託 69,468 55,685

有価証券 25,431,295 25,147,356

貸付金 3,698,441 3,834,955

有形固定資産 1,289,936 1,244,006

無形固定資産 104,100 105,381

再保険貸 46,473 45,828

その他資産 610,627 608,753

繰延税金資産 407,269 339,534

支払承諾見返 21,333 17,787

貸倒引当金 △13,519 △21,111

投資損失引当金 △286 △1,123

資産合計 32,387,502 32,104,248

負債の部   

保険契約準備金 29,598,880 29,112,220

支払備金 138,084 150,313

責任準備金 29,052,830 28,632,692

契約者配当準備金 407,966 －

社員配当準備金 － 329,214

再保険借 1,662 871

社債 40,737 46,510

その他負債 1,212,221 1,213,370

退職給付引当金 426,344 411,440

役員退職慰労引当金 3,178 3,336

時効保険金等払戻引当金 759 1,100

契約者配当引当金 － 92,500

特別法上の準備金 126,065 115,528

価格変動準備金 126,065 115,528

繰延税金負債 1,156 682

再評価に係る繰延税金負債 123,705 124,706

支払承諾 21,333 17,787

負債合計 31,556,046 31,140,054
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

資本金 210,200 －

資本剰余金 210,200 －

利益剰余金 145,444 －

株主資本合計 565,844 －

基金償却積立金 － 420,000

再評価積立金 － 248

連結剰余金 － 138,469

基金等合計 － 558,718

その他有価証券評価差額金 323,514 462,289

繰延ヘッジ損益 977 △2,008

土地再評価差額金 △65,070 △63,540

為替換算調整勘定 △4,750 △3,069

評価・換算差額等合計 254,671 393,671

少数株主持分 10,941 11,804

純資産合計 831,456 964,193

負債純資産合計 32,387,502 32,104,248
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(2) 四半期連結損益計算書 
   【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

経常収益 4,013,774 3,401,652

保険料等収入 2,870,118 2,508,544

資産運用収益 932,291 680,134

利息及び配当金等収入 510,762 501,249

商品有価証券運用益 1,218 －

金銭の信託運用益 － 908

売買目的有価証券運用益 － 133

有価証券売却益 190,620 160,976

有価証券償還益 3,995 1,284

金融派生商品収益 － 14,985

その他運用収益 350 595

特別勘定資産運用益 225,344 －

その他経常収益 211,364 212,974

経常費用 3,881,195 3,295,399

保険金等支払金 1,919,785 1,926,266

保険金 580,406 573,387

年金 303,917 334,327

給付金 395,638 384,779

解約返戻金 504,331 505,062

その他返戻金等 135,491 128,709

責任準備金等繰入額 1,040,590 428,774

責任準備金繰入額 1,032,712 421,284

社員配当金積立利息繰入額 7,878 －

契約者配当金積立利息繰入額 － 7,489

資産運用費用 249,270 293,514

支払利息 8,652 9,314

金銭の信託運用損 5,186 －

有価証券売却損 104,550 87,935

有価証券評価損 58,261 69,156

有価証券償還損 2,262 2,902

金融派生商品費用 9,838 －

為替差損 12,654 20,985

貸倒引当金繰入額 9,774 －

貸付金償却 393 337

賃貸用不動産等減価償却費 11,186 11,130

その他運用費用 26,509 27,788

特別勘定資産運用損 － 63,964

事業費 351,461 318,297

その他経常費用 320,087 328,547

経常利益 132,579 106,253
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

特別利益 121 4,365

固定資産等処分益 29 3,303

貸倒引当金戻入額 － 562

投資損失引当金戻入額 － 370

償却債権取立益 90 128

その他 0 0

特別損失 17,357 21,375

固定資産等処分損 1,502 3,763

減損損失 4,475 3,001

価格変動準備金繰入額 10,518 10,537

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,074

その他 861 0

契約者配当準備金繰入額 － 60,000

税金等調整前四半期純剰余 115,343 －

税金等調整前四半期純利益 － 29,243

法人税及び住民税等 515 6,119

法人税等調整額 10,203 8,358

法人税等合計 10,718 14,478

少数株主損益調整前四半期純利益 － 14,764

少数株主損失（△） △266 △934

四半期純剰余 104,891 －

四半期純利益 － 15,699
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(4) 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。 
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