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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期中間期 3,363,159 △8.0 162,838 △15.9 83,329 △9.2
2020年３月期中間期 3,656,188 1.6 193,724 △10.4 91,794 △21.1

(注) 包括利益 2021年３月期中間期 684,623 百万円 (△2.2％) 2020年３月期中間期 699,762 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

2021年３月期中間期 74.12 74.07

2020年３月期中間期 80.39 80.34

　

（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 ％

2021年３月期中間期 62,804,851 4,348,536 6.9

2020年３月期 60,011,999 3,776,918 6.3

(参考)自己資本 　2021年３月期中間期4,347,602 百万円 　2020年３月期 3,775,854百万円

　

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

2020年３月期 － 0.00 － 62.00 62.00

2021年３月期 － 0.00

2021年３月期(予想) － 62.00 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

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 6,487,000 △8.8 358,000 63.9 184,000 467.3 165.74

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

2021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、2020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） ： 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 ： 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) 2021年３月期中間期 1,198,755,800株 2020年３月期 1,198,443,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期中間期 88,600,325株 2020年３月期 69,378,825株

③ 期中平均株式数（中間期） 2021年３月期中間期 1,124,232,308株 2020年３月期中間期 1,141,853,925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(2021年３月期中間

期末3,998,400株、2020年３月期末4,068,000株)を含んでおります。

(個別業績の概要)

１．2021年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期中間期 164,460 7.8 158,040 7.9

2020年３月期中間期 152,520 1.4 146,452 1.2

経常利益 中間純利益

百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期中間期 156,652 8.0 156,082 8.1

2020年３月期中間期 144,982 0.7 144,452 0.8

１株当たり中間純利益

円 銭

2021年３月期中間期 138.83

2020年３月期中間期 126.51

　

（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 ％

2021年３月期中間期 1,755,563 1,306,548 74.4

2020年３月期 1,698,789 1,249,959 73.5

(参考) 自己資本 2021年３月期中間期 1,305,614百万円 2020年３月期 1,248,895百万円

　

※ 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

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) 2021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2020年11月13日(金)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) 2021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
(2020年３月31日)

当中間連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

現金及び預貯金 1,205,507 1,406,218

コールローン 513,800 559,400

買入金銭債権 221,147 246,153

金銭の信託 1,039,062 1,262,631

有価証券 47,734,406 50,412,290

貸付金 3,715,750 3,781,223

有形固定資産 1,126,269 1,130,578

無形固定資産 472,990 469,322

再保険貸 1,523,297 1,532,651

その他資産 2,403,292 1,967,938

繰延税金資産 11,859 8,399

支払承諾見返 47,065 51,310

貸倒引当金 △1,641 △22,386

投資損失引当金 △807 △880

資産の部合計 60,011,999 62,804,851

負債の部

保険契約準備金 50,494,544 50,703,597

支払備金 573,984 674,764

責任準備金 49,520,817 49,633,511

契約者配当準備金 399,742 395,320

再保険借 781,980 877,764

社債 1,135,336 1,119,155

その他負債 2,723,157 4,438,862

退職給付に係る負債 440,874 443,205

役員退職慰労引当金 1,188 1,120

時効保険金等払戻引当金 800 668

特別法上の準備金 240,796 252,102

価格変動準備金 240,796 252,102

繰延税金負債 296,142 495,630

再評価に係る繰延税金負債 73,195 72,897

支払承諾 47,065 51,310

負債の部合計 56,235,081 58,456,314
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当中間連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

資本金 343,517 343,732

資本剰余金 329,860 330,065

利益剰余金 1,094,483 1,092,931

自己株式 △126,356 △156,061

株主資本合計 1,641,506 1,610,667

その他有価証券評価差額金 2,283,198 2,880,434

繰延ヘッジ損益 20,437 13,749

土地再評価差額金 △17,978 △18,746

為替換算調整勘定 △123,850 △113,187

退職給付に係る調整累計額 △27,458 △25,315

その他の包括利益累計額合計 2,134,348 2,736,934

新株予約権 1,063 934

純資産の部合計 3,776,918 4,348,536

負債及び純資産の部合計 60,011,999 62,804,851
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

経常収益 3,656,188 3,363,159

保険料等収入 2,458,834 2,101,284

資産運用収益 1,053,859 1,152,636

利息及び配当金等収入 636,579 678,886

金銭の信託運用益 4,397 19,997

売買目的有価証券運用益 173,793 ―

有価証券売却益 169,838 190,042

有価証券償還益 4,829 7,724

為替差益 ― 127,694

その他運用収益 1,279 729

特別勘定資産運用益 63,141 127,561

その他経常収益 143,494 109,238

経常費用 3,462,464 3,200,321

保険金等支払金 2,472,471 2,187,955

保険金 583,302 615,247

年金 591,206 389,468

給付金 292,325 277,982

解約返戻金 318,578 401,855

その他返戻金等 687,057 503,402

責任準備金等繰入額 80,197 301,868

支払備金繰入額 17,669 19,454

責任準備金繰入額 58,404 278,298

契約者配当金積立利息繰入額 4,123 4,114

資産運用費用 417,294 247,930

支払利息 21,752 22,199

売買目的有価証券運用損 ― 60,969

有価証券売却損 26,848 43,727

有価証券評価損 14,660 16,761

有価証券償還損 3,544 2,419

金融派生商品費用 19,204 60,266

為替差損 302,630 ―

貸倒引当金繰入額 177 10,959

投資損失引当金繰入額 51 503

貸付金償却 92 228

賃貸用不動産等減価償却費 6,688 6,664

その他運用費用 21,643 23,231

事業費 334,966 327,129

その他経常費用 157,534 135,436

経常利益 193,724 162,838
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(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

特別利益 385 440

固定資産等処分益 383 433

その他特別利益 1 6

特別損失 11,933 13,451

固定資産等処分損 187 1,556

減損損失 416 588

価格変動準備金繰入額 11,328 11,306

その他特別損失 0 0

契約者配当準備金繰入額 40,931 36,812

税金等調整前中間純利益 141,245 113,015

法人税及び住民税等 75,661 38,338

法人税等調整額 △26,210 △8,652

法人税等合計 49,451 29,685

中間純利益 91,794 83,329

親会社株主に帰属する中間純利益 91,794 83,329
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

中間純利益 91,794 83,329

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 631,715 597,367

繰延ヘッジ損益 17,324 △7,937

為替換算調整勘定 △39,159 15,624

退職給付に係る調整額 △259 2,128

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,651 △5,889

その他の包括利益合計 607,968 601,293

中間包括利益 699,762 684,623

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 699,762 684,623
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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 2019年４月１日 至 2019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 343,326 329,723 1,134,392 △98,634 1,708,808 2,101,587 3,803

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△5,639 △5,639

会計方針の変更を反映

した当期首残高
343,326 329,723 1,128,753 △98,634 1,703,168 2,101,587 3,803

当中間期変動額

新株の発行 190 190 381

剰余金の配当 △66,442 △66,442

親会社株主に帰属す

る中間純利益
91,794 91,794

自己株式の取得 △12,598 △12,598

自己株式の処分 △48 234 186

持分法の適用範囲の

変動
△146 △146

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
△370 △370

その他 △3,442 △3,442

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

633,526 17,324

当中間期変動額合計 190 142 21,393 △12,364 9,362 633,526 17,324

当中間期末残高 343,517 329,865 1,150,146 △110,998 1,712,530 2,735,114 21,128

(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 △13,488 △77,457 △10,824 2,003,621 1,162 3,713,592

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△5,639

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△13,488 △77,457 △10,824 2,003,621 1,162 3,707,952

当中間期変動額

新株の発行 381

剰余金の配当 △66,442

親会社株主に帰属す

る中間純利益
91,794

自己株式の取得 △12,598

自己株式の処分 186

持分法の適用範囲の

変動
△146

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
△370

その他 △3,442

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

370 △42,545 △250 608,424 △99 608,325

当中間期変動額合計 370 △42,545 △250 608,424 △99 617,687

当中間期末残高 △13,117 △120,002 △11,075 2,612,046 1,063 4,325,640
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当中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020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 343,517 329,860 1,094,483 △126,356 1,641,506 2,283,198 20,437

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△15,150 △15,150

会計方針の変更を反映

した当期首残高
343,517 329,860 1,079,333 △126,356 1,626,355 2,283,198 20,437

当中間期変動額

新株の発行 214 214 429

剰余金の配当 △70,001 △70,001

親会社株主に帰属す

る中間純利益
83,329 83,329

自己株式の取得 △29,999 △29,999

自己株式の処分 △72 294 222

持分法の適用範囲の

変動
―

利益剰余金から資本

剰余金への振替
62 △62 ―

土地再評価差額金の

取崩
768 768

その他 △435 △435

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

597,236 △6,688

当中間期変動額合計 214 204 13,597 △29,704 △15,688 597,236 △6,688

当中間期末残高 343,732 330,065 1,092,931 △156,061 1,610,667 2,880,434 13,749

(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 △17,978 △123,850 △27,458 2,134,348 1,063 3,776,918

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△15,150

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△17,978 △123,850 △27,458 2,134,348 1,063 3,761,768

当中間期変動額

新株の発行 429

剰余金の配当 △70,001

親会社株主に帰属す

る中間純利益
83,329

自己株式の取得 △29,999

自己株式の処分 222

持分法の適用範囲の

変動
―

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
768

その他 △435

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△768 10,663 2,142 602,585 △128 602,457

当中間期変動額合計 △768 10,663 2,142 602,585 △128 586,768

当中間期末残高 △18,746 △113,187 △25,315 2,736,934 934 4,348,536
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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）

一部の在外連結子会社において、米国財務会計基準審議会が公表した会計基準の改訂（ASU）第2016-13号「金

融商品の信用損失の測定」を当中間連結会計期間より適用しております。

当該会計基準は、主に償却原価区分の金融資産に適用されます。償却原価区分の金融商品については、これま

での発生損失にかわり予想信用損失という考え方を導入し、当初認識時に全期間の予想信用損失を見積り、引当

金を認識することになります。

当該会計基準に定める経過的な取扱いに従い、当中間連結会計期間の期首時点の累積的影響額を利益剰余金に

加減しております。

この結果、当中間連結会計期間の期首において、主に貸倒引当金が9,953百万円増加し、利益剰余金が15,150

百万円減少しております。また、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それぞれ11,197

百万円減少しております。

　


