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三井住友海上メットライフ生命保険株式会社の 

完全子会社化に関するお知らせ 

 

 当社は、２０１０年１０月２９日開催の取締役会において、メットライフ・インク（以下、「メ

ットライフ社」という。）との合弁会社である三井住友海上メットライフ生命保険株式会社（以下、

「三井住友海上メットライフ社」という。）について、メットライフ社の子会社であるメットライ

フ・ワールドワイド・ホールディングス・インク（以下、「メットライフ・ワールドワイド社」と

いう。）との間で株式取得契約を締結し、関係当局の認可等を前提として、三井住友海上メットラ

イフ社を当社の完全子会社とすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．完全子会社化の理由および内容 

 当社グループでは、生命保険事業を重要な成長事業領域と位置づけ、２００２年に三井住友

海上メットライフ社を通じて個人年金保険事業に参入して以来、順調にその業績を拡大し、同

社は個人年金保険市場におけるリーディングカンパニーとして確固たる地位を確立しておりま

す。 

 ２０１０年内にメットライフ社がアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニーを買

収することとなったため、２０１１年４月１日付でメットライフ・ワールドワイド社が保有す

る三井住友海上メットライフ社の株式すべてを当社が取得することを、当社はメットライフ社

と合意いたしました。 

 当社が三井住友海上メットライフ社を完全子会社化することにより、三井住友海上メットラ

イフ社とグループ会社との連携を更に強固なものとすることが可能となります。 

 三井住友海上メットライフ社はグループの中核的子会社として、これまで培ってきたノウハ

ウと提携金融機関との関係を生かし、今後もお客さまのニーズに応じた商品を提供していくこ

とにより、個人年金保険市場における地位を更に確実なものとすることを目指します。 

 なお、今後もグローバルレベルでの良好な関係を維持することについて当社はメットライフ

社との間で合意しております。 



 

 

２．完全子会社化に伴う商号変更 

 三井住友海上メットライフ社の商号については、株式取得実施日である２０１１年４月１日

付での変更を予定しております。変更後の商号については、決定次第お知らせいたします。 

 

３．取得前後の保有株式の状況および取得額 

 株式取得実施日である２０１１年４月１日付で、メットライフ社の子会社であるメットライ

フ・ワールドワイド社が保有する三井住友海上メットライフ社の株式すべてを取得します。 

 なお、対象となる株式（普通株式及び議決権制限普通株式）は経済価値ベースで５０％分に

相当し、取得額は約２２５億円となります。 

 当社が保有する 

株式数 

当社が保有する 

議決権数（注１） 

株式の取得前 

普通株式：   ６，５７９

議決権制限普通株式：      ０

合計：   ６，５７９

（保有割合： ５０％）

議決権数：    ６，５７９

（議決権比率： ５１％）

株式の取得の内容 

普通株式：   ６，３２１

議決権制限普通株式： ２５９

合計：   ６，５８０

（保有割合： ５０％）

議決権数：    ６，３２１

（議決権比率： ４９％）

株式の取得後 

普通株式：   １２，９００

議決権制限普通株式： ２５９

合計：   １３，１５９

（保有割合： １００％）

議決権数：  １２，９００

（議決権比率： １００％）

（注１）議決権制限普通株式には議決権が与えられていない。 

 

４．三井住友海上メットライフ社の概要 （２０１０年３月３１日現在） 

（１）商号： 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社 

（２）所在地： 東京都中央区八重洲一丁目３番７号 

（３）代表者： 代表取締役社長 樋口 幸男 

（４）事業内容： 生命保険事業 

（５）資本金： ４１０億６，０００万円 

（６）設立年月日： ２００１年９月７日 

（７）株主構成： メットライフ・ワールドワイド社 ６，５８０株（５０％） 

当社    ６，５７９株（５０％） 

資 本 関 係 三井住友海上メットライフ社は当社が５０％

を保有する持分法適用関連会社であります。

人 的 関 係 当社との間に役員の兼任（１名）の関係があ

ります。 

（８）当社との関係： 

取 引 関 係 特筆すべき取引関係はありません。 

 



 

 

（９）財政状態および経営成績： 

（単位：百万円） 

 ２００８年３月期 ２００９年３月期 ２０１０年３月期 

経常収益 ６５０，２２１ ７１７，１２２ ８８５，４０２

経常費用 ６７０，４３２ ７３０，７７５ ８７０，８５７

経常利益 △２０，２１０ △１３，６５２ １４，５４４

当期純利益 △１２，４６６ △８，９２９ ８，９２２

純資産 １５，０１８ ２６，４９５ ３５，３９３

総資産 ２，５４３，１０２ ２，４７０，７６６ ３，１１６，５０８

 

５．メットライフ・ワールドワイド社の概要 （２０１０年６月３０日現在） 

（１）商号： メットライフ・ワールドワイド・ホールディングス・インク 

(MetLife Worldwide Holdings, Inc.) 

（２）所在地： 米国 

資 本 関 係 特筆すべき資本関係はありません。 

人 的 関 係 特筆すべき人的関係はありません。 

（３）当社との関係： 

取 引 関 係 三井住友海上メットライフ社とメットライ

フ・ワールドワイド社のグループ会社との間

に再保険取引があります。 

 株式の取得の相手方であるメットライフ・ワールドワイド社は、財務情報等を公表していな

いため、その概要については記載を一部省略しています。なお、メットライフ・ワールドワイ

ド社の親会社であるメットライフ社の概要は、以下のとおりです。 
（１）商号： メットライフ・インク 

(MetLife, Inc.) 

（２）所在地： 200 Park Avenue, New York, NY 10166-0188, United States of 

America 

（３）代表者： C. Robert Henrikson 

（４）事業内容： 金融サービス事業 

（５）資本金： １６９億５百万ドル  

（６）設立年： １９９９年 

（７）株主構成： 特筆すべき大株主はありません。 

資 本 関 係 特筆すべき資本関係はありません。 

人 的 関 係 特筆すべき人的関係はありません。 

（８）当社との関係： 

取 引 関 係 三井住友海上メットライフ社とメットライ

フ社のグループ会社との間に再保険取引が

あります。 



 

 

（９）財政状態および経営成績： 

（単位：百万ドル、但し１株あたり数値を除く） 
 ２００７年１２月期 ２００８年１２月期 ２００９年１２月期

経常収益 ４７，１５２ ５０，９８４ ４１，０５８

経常費用 ４１，３７２ ４５，９２３ ４５，３９１

経常利益 

（１株あたり）（注２） 

５，７８０

（７．５８）

５，０６１

（６．８０）

△４，３３３

（△５．２９）

当期純利益（注３） 

（１株あたり）（注２） 

４，１８０

（５．４８）

３，０８４

（４．１４）

△２，３６８

（△２．８９）

純資産 ３６，９８５ ２３，９８５ ３３，４９８

総資産 ５５９，１４９ ５０１，６７８ ５３９，３１４

１株あたり配当金 

（注２） 

０．７４ ０．７４ ０．７４

（注２）単位：ドル。潜在株式調整後ベース。 

（注３）メットライフ社の普通株主への帰属分。 

 

６．日程 

（１）取締役会（当社）： ２０１０年１０月２９日 

（２）株式取得契約締結： ２０１０年１０月２９日 

（３）株式取得実施： ２０１１年４月１日（予定） 

（４）三井住友海上メットライフ社商号変更： ２０１１年４月１日（予定） 

 

７．今後の見通し 

 三井住友海上メットライフ社は現在、当社の持分法適用関連会社ですが、本株式取得により

当社の連結子会社となる予定です。２０１２年３月期以降の連結業績に及ぼす影響については、

判明次第お知らせいたします。 

 なお、２０１０年５月２０日に公表いたしました、当社の２０１１年３月期の連結業績予想

について、この株式の取得による修正はありません。 

 

以 上 


