
2023年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)
2022年11月11日

上 場 会 社 名 株式会社かんぽ生命保険 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 7181 URL https://www.jp-life.japanpost.jp/
代 表 者 (役職名) 取締役兼代表執行役社長 (氏名) 千田 哲也

問合せ先責任者 (役職名) 主計部長 (氏名) 北村 嘉啓 (TEL) 03(3477)2325

四半期報告書提出予定日 2022年11月25日 配当支払開始予定日 2022年12月５日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （　機関投資家・アナリスト向け ）

　

(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 3,202,443 △0.7 34,541 △81.2 48,293 △40.0

2022年３月期中間期 3,226,121 △4.7 183,883 13.0 80,540 △14.0
(注) 包括利益 2023年３月期中間期 △199,552百万円( －％) 2022年３月期中間期 224,472百万円(△61.3％)
　

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 121.63 －

2022年３月期中間期 181.84 －
　

(注)「潜在株式調整後１株当たり中間純利益」については、潜在株式が存在しない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月期中間期 64,748,170 2,181,295 3.4

2022年３月期 67,174,796 2,421,063 3.6
(参考) 自己資本 2023年３月期中間期 2,181,295百万円 2022年３月期 2,421,063百万円
　

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 － 45.00 － 45.00 90.00

2023年３月期 － 46.00

2023年３月期(予想) － 46.00 92.00
　

(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 6,220,000 △3.6 160,000 △55.1 71,000 △55.1 180.67
　

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　　



※ 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Ｐ.２「１.サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご確認ください。
　

（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 399,693,700株 2022年３月期 399,693,700株

② 期末自己株式数 2023年３月期中間期 10,810,951株 2022年３月期 151,450株

③ 期中平均株式数（中間期） 2023年３月期中間期 397,055,543株 2022年３月期中間期 442,917,742株
　

（注）期末自己株式数は、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式（2023年３月期中間期475,600株、2022年３月
期140,300株）を含んでおります。

なお、期中平均株式数の計算において、株式給付信託（BBT）が保有する自己株式の期中平均株式数（2023
年３月期中間期372,189株、2022年３月期中間期147,463株）を控除しております。

　

(個別業績の概要)
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)

経常収益 経常利益 中間純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期中間期 3,202,439 △0.7 33,993 △81.4 47,941 △40.1

2022年３月期中間期 3,226,111 △4.7 183,105 12.9 79,996 △14.3
　

１株当たり
中間純利益

円 銭

2023年３月期中間期 120.74

2022年３月期中間期 180.61
　

　

（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 64,746,626 2,178,861 3.4

2022年３月期 67,174,848 2,418,743 3.6

(参考) 自己資本 2023年３月期中間期 2,178,861百万円 2022年３月期 2,418,743百万円
　

　　

※ 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

（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する一

定の前提に基づいており、将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、予想と異なる可能
性があることにご留意ください。

（決算補足説明資料等の入手方法について）
決算補足説明資料等は、当社Webサイトに掲載しております。
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１．サマリー情報（注記事項）に関する事項

　 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計基準等の改正に伴う会計方針の変更）

「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。こ

れにより、市場における取引価格が存在しない投資信託については、従来、移動平均法による原価法を採用して

おりましたが、当中間連結会計期間より、中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法に変更しておりま

す。
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２．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 1,270,762 1,178,867

コールローン 40,000 40,000

買現先勘定 2,120,137 1,597,177

買入金銭債権 39,543 38,312

金銭の信託 4,521,912 4,654,003

有価証券 53,417,580 51,708,900

貸付金 4,251,956 3,920,149

有形固定資産 94,497 93,403

無形固定資産 93,609 92,155

代理店貸 47,287 37,945

再保険貸 3,914 4,082

その他資産 268,626 289,576

繰延税金資産 1,005,346 1,093,978

貸倒引当金 △379 △381

資産の部合計 67,174,796 64,748,170

負債の部

保険契約準備金 58,196,072 56,679,325

支払備金 402,608 424,702

責任準備金 56,533,454 55,040,848

契約者配当準備金 1,260,009 1,213,774

再保険借 6,256 6,221

社債 300,000 300,000

売現先勘定 2,570,899 2,001,274

債券貸借取引受入担保金 2,236,696 2,351,470

その他負債 402,658 266,870

退職給付に係る負債 68,313 70,265

役員株式給付引当金 230 251

特別法上の準備金 972,606 891,195

価格変動準備金 972,606 891,195

負債の部合計 64,753,732 62,566,874

純資産の部

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 405,044 405,044

利益剰余金 639,822 670,130

自己株式 △355 △22,584

株主資本合計 1,544,511 1,552,591

その他有価証券評価差額金 873,764 626,155

退職給付に係る調整累計額 2,786 2,549

その他の包括利益累計額合計 876,551 628,704

純資産の部合計 2,421,063 2,181,295

負債及び純資産の部合計 67,174,796 64,748,170
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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 3,226,121 3,202,443

保険料等収入 1,274,866 1,151,485

資産運用収益 561,312 556,178

利息及び配当金等収入 497,887 491,518

金銭の信託運用益 57,403 36,611

有価証券売却益 4,386 26,666

有価証券償還益 360 407

為替差益 1,218 957

その他運用収益 56 17

その他経常収益 1,389,942 1,494,778

支払備金戻入額 11,978 －

責任準備金戻入額 1,376,835 1,492,605

その他の経常収益 1,128 2,173

経常費用 3,042,237 3,167,901

保険金等支払金 2,779,715 2,769,198

保険金 2,247,151 2,245,896

年金 163,902 141,053

給付金 62,924 107,744

解約返戻金 235,273 223,989

その他返戻金 59,287 39,691

再保険料 11,176 10,822

責任準備金等繰入額 4 22,098

支払備金繰入額 － 22,093

契約者配当金積立利息繰入額 4 4

資産運用費用 19,070 117,077

支払利息 1,228 1,004

有価証券売却損 8,582 82,701

有価証券評価損 － 15,675

有価証券償還損 3,704 1,143

金融派生商品費用 3,963 15,518

貸倒引当金繰入額 0 2

その他運用費用 1,591 1,032

事業費 192,289 220,705

その他経常費用 51,157 38,822

経常利益 183,883 34,541

特別利益 － 81,410

価格変動準備金戻入額 － 81,410

特別損失 35,816 140

固定資産等処分損 244 140

価格変動準備金繰入額 35,572 －

契約者配当準備金繰入額 36,004 27,172

税金等調整前中間純利益 112,062 88,639

法人税及び住民税等 52,016 31,603

法人税等調整額 △20,494 8,741

法人税等合計 31,521 40,345

中間純利益 80,540 48,293

非支配株主に帰属する中間純利益 － －

親会社株主に帰属する中間純利益 80,540 48,293
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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 80,540 48,293

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 144,267 △247,608

繰延ヘッジ損益 △84 －

退職給付に係る調整額 △250 △237

その他の包括利益合計 143,932 △247,846

中間包括利益 224,472 △199,552

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 224,472 △199,552

非支配株主に係る中間包括利益 － －
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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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 500,000 405,044 901,390 △397 1,806,036

当中間期変動額

剰余金の配当 △42,756 △42,756

親会社株主に帰属する

中間純利益
80,540 80,540

自己株式の取得 △358,882 △358,882

自己株式の処分 37 37

自己株式の消却 △358,887 358,887 －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
358,887 △358,887 －

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 － － △321,103 42 △321,061

当中間期末残高 500,000 405,044 580,286 △355 1,484,975

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

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 1,031,384 573 3,480 1,035,438 2,841,475

当中間期変動額

剰余金の配当 △42,756

親会社株主に帰属する

中間純利益
80,540

自己株式の取得 △358,882

自己株式の処分 37

自己株式の消却 －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
－

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）
144,267 △84 △250 143,932 143,932

当中間期変動額合計 144,267 △84 △250 143,932 △177,129

当中間期末残高 1,175,652 488 3,229 1,179,370 2,664,345
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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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 500,000 405,044 639,822 △355 1,544,511

当中間期変動額

剰余金の配当 △17,985 △17,985

親会社株主に帰属する

中間純利益
48,293 48,293

自己株式の取得 △22,241 △22,241

自己株式の処分 12 12

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 － － 30,308 △22,229 8,079

当中間期末残高 500,000 405,044 670,130 △22,584 1,552,591

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

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 873,764 － 2,786 876,551 2,421,063

当中間期変動額

剰余金の配当 △17,985

親会社株主に帰属する

中間純利益
48,293

自己株式の取得 △22,241

自己株式の処分 12

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）
△247,608 － △237 △247,846 △247,846

当中間期変動額合計 △247,608 － △237 △247,846 △239,767

当中間期末残高 626,155 － 2,549 628,704 2,181,295
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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。

　


