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【表紙】  
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【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年６月22日 
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【事務連絡者氏名】 文書法務部課長  井 上 知 己 
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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月27日に提出いたしました第90期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書

の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであ

ります。 

 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

  第２ 事業の状況 

   ２ 保険引受及び資産運用の状況 

    （参考）提出会社の状況 

      (4）ソルベンシー・マージン比率 

 

第一部 企業情報 

  第２ 事業の状況 

   ７ 財政状態及び経営成績の分析 

      (3) 財政状態の分析 

       ③ ソルベンシー・マージン比率 

 

３【訂正箇所】 

  訂正箇所は  を付して表示しております。 
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第一部【企業情報】 
 

第２【事業の状況】 

 

２【保険引受及び資産運用の状況】 

（参考）提出会社の状況 

(4）ソルベンシー・マージン比率 

 

（訂正前） 

 

第89期 

（平成18年３月31日現在）

（百万円） 

第90期 

（平成19年３月31日現在）

（百万円） 

(A） ソルベンシー・マージン総額 3,321,269 3,527,602  

   資本の部合計(社外流出予定額、繰延資産及

びその他有価証券評価差額金を除く) 
703,737 －  

純資産の部合計(社外流出予定額、繰延資産

及び評価・換算差額等を除く) 
－ 725,471 

   価格変動準備金 22,790 25,774  

   異常危険準備金 510,901 540,142  

   一般貸倒引当金 4,464 1,897  

   その他有価証券の評価差額 

 (税効果控除前) 
1,816,611 1,965,775  

   土地の含み損益 48,957 51,990  

   負債性資本調達手段等 － －  

   控除項目 69,711 87,046  

   その他 283,519 303,597  

(B） リスクの合計額  

 
54

2
32

2
1 RR)R(RR ++++  

595,521 613,484  

   一般保険リスク（Ｒ１） 77,414 81,977  

   予定利率リスク（Ｒ２） 4,884 4,787  

   資産運用リスク（Ｒ３） 368,793 390,230  

   経営管理リスク（Ｒ４） 13,039 13,471  

   巨大災害リスク（Ｒ５） 200,869 196,578  

(C） ソルベンシー・マージン比率 

[(A)／{(B)×1/2}]×100 
1,115.4％ 1,150.0％ 

（注） 上記の金額及び数値は、保険業法施行規則第86条及び第87条並びに平成８年大蔵省告示第50号の規定に基

づいて算出しております。 

        なお、第90期から保険業法施行規則等の改正によりソルベンシー・マージン比率の算出方法が変更されて

おりますが、当社においてはこの変更による影響はありません。 

 

（以下略） 
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（訂正後） 

 

第89期 

（平成18年３月31日現在）

（百万円） 

第90期 

（平成19年３月31日現在）

（百万円） 

(A） ソルベンシー・マージン総額 3,321,269 3,527,602  

   資本の部合計(社外流出予定額、繰延資産及

びその他有価証券評価差額金を除く) 
703,737 －  

純資産の部合計(社外流出予定額、繰延資産

及び評価・換算差額等を除く) 
－ 725,471 

   価格変動準備金 22,790 25,774  

   異常危険準備金 510,901 540,142  

   一般貸倒引当金 4,464 1,897  

   その他有価証券の評価差額 

 (税効果控除前) 
1,816,611 1,965,775  

   土地の含み損益 48,957 51,990  

   負債性資本調達手段等 － －  

   控除項目 69,711 87,046  

   その他 283,519 303,597  

(B） リスクの合計額  

 
54

2
32

2
1 RR)R(RR ++++  

595,521 617,581  

   一般保険リスク（Ｒ１） 77,414 81,977  

   予定利率リスク（Ｒ２） 4,884 4,787  

   資産運用リスク（Ｒ３） 368,793 390,230  

   経営管理リスク（Ｒ４） 13,039 13,551  

   巨大災害リスク（Ｒ５） 200,869 200,594  

(C） ソルベンシー・マージン比率 

[(A)／{(B)×1/2}]×100 
1,115.4％ 1,142.3％ 

（注） 上記の金額及び数値は、保険業法施行規則第86条及び第87条並びに平成８年大蔵省告示第50号の規定に基

づいて算出しております。 

        なお、第90期から保険業法施行規則等の改正によりソルベンシー・マージン比率の算出方法が変更されて

おりますが、当社においてはこの変更による影響はありません。 

 

（以下略） 
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第一部【企業情報】 
 

第２【事業の状況】 

 

７【財政状態及び経営成績の分析】 

(3) 財政状態の分析 

③ ソルベンシー・マージン比率 

 

（訂正前） 

 当社の当期末のソルベンシー・マージン比率は、保有株式等の時価上昇を主因に、前期末に比べ34.6ポイント 

増加して、1,150.0％となりました。     

 

（以下略） 

 

 

（訂正後） 

 当社の当期末のソルベンシー・マージン比率は、保有株式等の時価上昇を主因に、前期末に比べ26.9ポイント 

増加して、1,142.3％となりました。     

 

（以下略） 

 


