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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2021年４月１日～2021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 ％

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

2021年３月期中間期 3,363,159 △8.0 162,838 △15.9 83,329 △9.2

(注) 包括利益 2022年３月期中間期 337,454 百万円 ( △50.7％) 2021年３月期中間期 684,623 百万円 ( △2.2％)

　

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

2022年３月期中間期 163.45 163.36

2021年３月期中間期 74.12 74.07

　

（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 ％

2022年３月期中間期 65,788,808 4,986,796 7.6

2021年３月期 63,593,705 4,807,129 7.6

(参考) 自己資本 2022年３月期中間期 4,986,101 百万円 2021年３月期 4,806,208百万円

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

2021年３月期 － 0.00 － 62.00 62.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期(予想) － 80.00 80.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

配当予想の修正の詳細につきましては、2021年11月12日公表の「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお

知らせ」をご覧ください。

　

　



３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 7,232,000 △7.6 520,000 △5.9 349,000 △4.1 326.25

(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、2021年11月12日公表の「業績予想及び期末配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご覧ください。

2022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、2021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） 2022年３月期中間期 1,116,939,700株 2021年３月期 1,198,755,800株

② 期末自己株式数 2022年３月期中間期 47,198,125株 2021年３月期 88,541,025株

③ 期中平均株式数（中間期） 2022年３月期中間期 1,091,942,891株 2021年３月期中間期 1,124,232,308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（2022年３月期

中間期末3,904,300株、2021年３月期末3,942,700株）を含んでおります。

　



(個別業績の概要)

１．2022年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（2021年４月１日～2021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 ％

2022年３月期中間期 171,279 4.1 164,245 3.9

2021年３月期中間期 164,460 7.8 158,040 7.9

経常利益 中間純利益

百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期中間期 161,986 3.4 144,338 △7.5
2021年３月期中間期 156,652 8.0 156,082 8.1

１株当たり中間純利益

円 銭

2022年３月期中間期 132.19

2021年３月期中間期 138.83

　

（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 ％

2022年３月期中間期 1,882,899 1,353,674 71.9

2021年３月期 1,896,259 1,367,153 72.0

(参考) 自己資本 2022年３月期中間期 1,352,979 百万円 2021年３月期 1,366,232 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。
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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
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

現金及び預貯金 1,884,141 1,950,465

コールローン 403,700 309,700

買入金銭債権 252,140 263,861

金銭の信託 1,130,920 1,123,408

有価証券 50,879,947 52,409,695

貸付金 3,762,666 3,888,089

有形固定資産 1,113,299 1,117,939

無形固定資産 445,163 482,958

再保険貸 1,668,969 1,832,523

その他資産 2,016,733 2,369,554

繰延税金資産 12,014 8,784

支払承諾見返 52,861 51,409

貸倒引当金 △28,224 △19,028

投資損失引当金 △627 △552

資産の部合計 63,593,705 65,788,808

負債の部

保険契約準備金 51,051,420 51,844,094

支払備金 753,126 797,385

責任準備金 49,897,294 50,652,294

契約者配当準備金 400,999 394,415

再保険借 796,523 724,015

社債 899,770 802,795

その他負債 4,671,205 5,984,002

売現先勘定 2,346,988 3,835,511

その他の負債 2,324,216 2,148,491

退職給付に係る負債 418,546 420,199

役員退職慰労引当金 998 933

時効保険金等払戻引当金 800 654

特別法上の準備金 264,454 276,246

価格変動準備金 264,454 276,246

繰延税金負債 558,387 626,841

再評価に係る繰延税金負債 71,606 70,819

支払承諾 52,861 51,409

負債の部合計 58,786,576 60,802,012
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部

資本金 343,732 343,926

資本剰余金 330,065 330,259

利益剰余金 1,375,805 1,340,049

自己株式 △155,959 △97,657

株主資本合計 1,893,643 1,916,578

その他有価証券評価差額金 3,056,350 3,168,202

繰延ヘッジ損益 △2,916 △138

土地再評価差額金 △22,026 △24,049

為替換算調整勘定 △108,830 △65,923

退職給付に係る調整累計額 △10,012 △8,568

その他の包括利益累計額合計 2,912,564 3,069,522

新株予約権 920 694

純資産の部合計 4,807,129 4,986,796

負債及び純資産の部合計 63,593,705 65,788,808
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

経常収益 3,363,159 3,765,781

保険料等収入 2,101,284 2,422,852

資産運用収益 1,152,636 1,118,071

利息及び配当金等収入 678,886 689,855

金銭の信託運用益 19,997 861

売買目的有価証券運用益 － 148,342

有価証券売却益 190,042 192,745

有価証券償還益 7,724 11,167

為替差益 127,694 －

貸倒引当金戻入額 － 10,706

投資損失引当金戻入額 － 25

その他運用収益 729 1,162

特別勘定資産運用益 127,561 63,204

その他経常収益 109,238 224,858

経常費用 3,200,321 3,479,534

保険金等支払金 2,187,955 2,742,075

保険金 615,247 681,910

年金 389,468 365,798

給付金 277,982 313,425

解約返戻金 401,855 605,713

その他返戻金等 503,402 775,226

責任準備金等繰入額 301,868 4,139

支払備金繰入額 19,454 －

責任準備金繰入額 278,298 －

契約者配当金積立利息繰入額 4,114 4,139

資産運用費用 247,930 218,554

支払利息 22,199 13,673

売買目的有価証券運用損 60,969 －

有価証券売却損 43,727 76,475

有価証券評価損 16,761 1,654

有価証券償還損 2,419 1,320

金融派生商品費用 60,266 42,812

為替差損 － 47,412

貸倒引当金繰入額 10,959 －

投資損失引当金繰入額 503 －

貸付金償却 228 405

賃貸用不動産等減価償却費 6,664 6,816

その他運用費用 23,231 27,984

事業費 327,129 363,672

その他経常費用 135,436 151,092

経常利益 162,838 286,247
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(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

特別利益 440 158

固定資産等処分益 433 148

その他特別利益 6 9

特別損失 13,451 16,363

固定資産等処分損 1,556 4,334

減損損失 588 234

価格変動準備金繰入額 11,306 11,792

その他特別損失 0 2

契約者配当準備金繰入額 36,812 35,708

税金等調整前中間純利益 113,015 234,334

法人税及び住民税等 38,338 50,288

法人税等調整額 △8,652 5,571

法人税等合計 29,685 55,860

中間純利益 83,329 178,474

親会社株主に帰属する中間純利益 83,329 178,474
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

中間純利益 83,329 178,474

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 597,367 113,793

繰延ヘッジ損益 △7,937 3,834

為替換算調整勘定 15,624 41,948

退職給付に係る調整額 2,128 1,433

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,889 △2,029

その他の包括利益合計 601,293 158,980

中間包括利益 684,623 337,454

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 684,623 337,454
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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 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

自己株式の消却 －

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

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
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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　当中間連結会計期間(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

会計方針の変更によ

る累積的影響額
－

会計方針の変更を反映

した当期首残高
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

会計方針の変更によ

る累積的影響額
－

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△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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（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」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」とい

う。）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従い、時価算定会計基準等が定

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。これにより、その他有価証券のうち国内

株式は原則として中間連結会計期間末前１ヶ月平均に基づいた市場価格により評価しておりましたが、当中間連

結会計期間末より中間連結会計期間末日の市場価格により評価しております。

　


