
平成 19 年 12 月 21 日    

各  位 

会社名 三井住友海上火災保険株式会社  

代表者 取 締 役 社 長 江 頭  敏 明         

（コード番号 8752） 

問合せ先 経理部次長兼主計グループ長 

羽 田  宏 之         

（TEL.03-3297-6648） 

 広報部次長 橋本 城里雄         

（TEL.03-3297-6705） 

 

｢平成 18 年 3 月期決算短信(連結) <米国会計基準>｣の修正について 

 

１．修正理由 

（1） 平成 18 年 9 月 8 日に発表いたしました「平成 18 年 3 月期決算短信（連結） <米国会計基準>」におき

まして、平成 17 年 3 月期および平成 18 年 3 月期の繰延税金負債の算出に誤りがあることが今般判明し

ました。 

（2） このため当該誤謬を訂正の上、平成 17 年 3 月期および平成 18 年 3 月期の連結財務諸表を改めて開

示するものであります。 

 

２．修正箇所 

平成 18 年 9 月 8 日に発表いたしました「決算短信（連結） <米国会計基準>」における主な修正点は以

下のとおりであります。また、全て修正した「決算短信（連結） <米国会計基準>」を添付しておりますのでご

参照ください。（「決算短信（連結） <米国会計基準>修正版」において修正箇所は下線で示しております。） 

なお、一部項目については、平成 19 年 3 月期の表示にあわせ、組替表示を行っております。 

 

［平成 18 年 3 月期  決算短信(連結) <米国会計基準>］ 

１．18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 

（1）連結経営成績 

（修正前） 

  

  

  

営業収益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益

株主資本 

当期純利益率 

営業収益 

税金等調整前

当期純利益率

  百万円        ％ 百万円        ％ 円     銭       ％      ％ 

18 年 3 月期 1,834,260 7.7  124,123 191.2  87   08  5.3 9.9 

17 年 3 月期 1,703,388 1.8  42,629 
△ 65.5 

 

29   55  2.1 3.9 

 

（修正後） 

  

  

  

営業収益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

株主資本 

当期純利益率 

営業収益 

税金等調整前

当期純利益率

  百万円        ％ 百万円        ％ 円     銭      ％      ％ 

18 年 3 月期 1,808,532 7.4  119,890 156.8  84   11  5.1 10.0 

17 年 3 月期 1,684,473 0.7  46,694 
△ 60.2

 

32   37  2.3  4.0 
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（2）連結財政状態 

（修正前） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円  百万円       ％        円   銭      

18 年 3 月期 9,412,292  2,637,278 28.0 1,856   43 

17 年 3 月期 8,217,329  2,029,802 24.7 1,418   19 

 

（修正後） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円  百万円       ％        円   銭      

18 年 3 月期 9,398,714  2,652,968 28.2 1,867   47 

17 年 3 月期 8,206,571  2,049,728 25.0 1,432   11 

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

（修正前） 

 営業活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 
 百万円    百万円

18 年 3 月期 373,618  △ 100,457 

17 年 3 月期 236,886  △  12,873 

 

（修正後） 

 営業活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 
 百万円    百万円

18 年 3 月期 402,040  △ 128,879 

17 年 3 月期 272,856  △  48,843 

 

 

以  上 



平成 18年 3月期 決算短信 (連結)   ＜米国会計基準＞ 平成 19年 12月 21日

上場会社名  三井住友海上火災保険株式会社 　上場取引所　　　　　東 大 名

コード番号  8752 　本社所在都道府県 　 東京都

（ＵＲＬ　http://www.ms-ins.com)

代　表　者  　　役職名 取締役社長

　　　　　　　　氏　名 江 頭 敏 明

問合せ先責任者　役職名 経理部次長兼主計グループ長

　　　　　　　　氏　名 羽 田 宏 之 TEL (03) 3297 - 6648

米国会計基準採用の有無 有

１. 18年  3月期の連結業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日）

(1)連結経営成績

営業収益 税金等調整前当期純利益 当期純利益
百万円       ％ 百万円       ％ 百万円       ％

18年  3月期 1,808,532 7.4 180,977 169.8 119,890 156.8 

17年  3月期 1,684,473 0.7 67,073 △ 64.8 46,694 △ 60.2 

総 資 本 営 業 収 益
税金等調整前 税金等調整前

  当期純利益率 当期純利益率
円    銭 円    銭 ％  ％  ％  

18年  3月期 84   11 － 5.1 2.1 10.0

17年  3月期 32   37 － 2.3 0.8  4.0

(注)①持分法投資損益　　　　　18年  3月期       4,767 百万円      17年  3月期       3,290 百万円

    ②期中平均株式数（連結）　18年  3月期   1,425,418,647 株　　　17年  3月期   1,442,627,030 株

    ③会計処理の方法の変更     無

    ④営業収益、税金等調整前当期純利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円  百万円   ％         円 　 銭      

18年  3月期 9,398,714 2,652,968 28.2 1,867   47

17年  3月期 8,206,571 2,049,728 25.0 1,432   11

(注)期末発行済株式数（連結）　18年  3月期   1,420,621,161 株　　　17年  3月期   1,431,265,107 株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 　末 　残　 高

百万円    百万円    百万円  百万円    

18年  3月期 402,040 △ 258,459 △ 128,879 385,165

17年  3月期 272,856 △ 222,192 △  48,843 366,228

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

    連結子会社数  36  社   持分法適用非連結子会社数　-　社   持分法適用関連会社数　3　社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

    連結（新規）4　社  （除外）-　社   持分法（新規）-　社  （除外）　-　社

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

株 主 資 本
当期純利益率

(注)数値は単位未満を四捨五入して表示しております。(注)数値は単位未満を四捨五入して表示しております。(注)数値は単位未満を四捨五入して表示しております。(注)数値は単位未満を四捨五入して表示しております。(注)数値は単位未満を四捨五入して表示しております。(注)数値は単位未満を四捨五入して表示しております。

本資料は、平成18年9月8日に発表した｢決
算短信(連結) <米国会計基準>｣の修正版で
あり、下線部分が修正箇所であります。
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三井住友海上火災保険株式会社及び連結子会社

連結貸借対照表
(単位：百万円)

平成17年3月期 平成18年3月期
資産
投資－関係会社に対する投資を除く：

売却可能有価証券：
債券 \ 3,043,851 \ 3,193,503
株式 2,194,402 3,105,217

満期保有目的有価証券：
債券 181,585 261,170

不動産抵当貸付 19,048 15,129
投資用不動産 52,179 53,034
契約者貸付 34,898 38,615
その他長期投資 721,209 721,491
短期投資 98,804 93,829

投資計 6,345,976 7,481,988
現金及び現金同等物 366,228 385,165
関係会社に対する投資及び債権：

投資 56,727 59,480
債権 1,807 2,164

関係会社に対する投資及び債権計 58,534 61,644
未収収益 20,919 22,071
未収保険料及び代理店貸 117,597 123,341
出再保険に係る未経過保険料 210,137 211,485
再保険預け金 61,556 70,786
未収出再保険金 77,398 63,162
出再保険に係る支払備金 234,097 233,369
不動産及び動産 208,958 215,355
繰延契約獲得費用 364,903 377,040

のれん 31,931 57,695

その他資産 108,337 95,613

資産合計 \ 8,206,571 \ 9,398,714

負債及び資本
負債:
支払備金:

未払保険金 \ 899,191 \ 1,013,615
未払損害調査費 37,866 42,902

支払備金計 937,057 1,056,517
未経過保険料 1,346,393 1,408,577
生命保険責任準備金 614,959 724,844

投資契約預り金 2,329,218 2,265,283
関係会社に対する債務 12,574 13,240
税金負債:

未払税金 6,944 28,369
繰延税金：

未実現評価益に対する繰延税金 463,676 745,434

その他の繰延税金 25,983 58,803

税金負債計 496,603 832,606

退職・年金給付引当金 88,511 84,544
再保険借 85,474 91,685
短期借入債務 13,583 10,740
長期借入債務 99,995 99,997
その他負債 130,003 154,744

負債合計 6,154,370 6,742,777

少数株主持分 2,473 2,969

資本:
資本金 137,495 137,495
資本剰余金 86,498 86,507
利益剰余金：

処分済剰余金：
利益準備金 43,697 47,142
価格変動準備金 20,462 23,538

未処分剰余金 1,222,194 1,316,283

その他の包括利益累積額 603,893 1,119,324

自己株式 (64,511) (77,321)
資本合計 2,049,728 2,652,968

負債及び資本合計 \ 8,206,571 \ 9,398,714

修正版
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三井住友海上火災保険株式会社及び連結子会社

連結損益計算書

(単位：百万円)

平成17年3月期 平成18年3月期
営業収益:

正味保険料 \ 1,402,977 \ 1,458,507
差引　未経過保険料積増 45,229 35,706

既経過保険料 1,357,748 1,422,801
生命保険料 156,254 179,430

正味投資収益 119,479 156,102
実現投資収益 50,992 50,199

営業収益計 1,684,473 1,808,532
営業費用：

保険金及び損害調査費：
正味発生保険金 918,771 881,623
損害調査費 62,614 68,855

生命保険金 128,659 151,365

契約獲得費用 368,999 340,878

投資契約利息費用 53,487 50,840
厚生年金基金代行返上益 (22,002) - 

その他の費用 106,872 133,994

営業費用計 1,617,400 1,627,555

税金等調整前当期純利益 67,073 180,977
税金費用：

当年度分 13,818 35,497
繰延税額 6,438 25,030

税金費用計 20,256 60,527

少数株主利益 123 560

当期純利益 \ 46,694 \ 119,890

(単位：円)

1株当たり利益：
当期純利益：

基本 \ 32.37 \ 84.11

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

平成17年3月期 平成18年3月期

当期純利益 \ 46,694 \ 119,890

税引後その他の包括利益:
為替換算調整勘定 333 15,514
未実現有価証券評価益 24,866 500,810

金融派生商品費用 (94) (102)
年金追加 小負債 38,812 (791)

その他の包括利益 63,917 515,431

包括利益 \ 110,611 \ 635,321

修正版

修正版
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三井住友海上火災保険株式会社及び連結子会社

連結株主資本計算書

(単位：百万円)

平成17年3月期 平成18年3月期
資本金：

期首及び期末残高 \ 137,495 \ 137,495
資本剰余金：

期首残高 86,490 86,498
自己株式処分差益 8 9
期末残高 86,498 86,507

利益準備金：
期首残高 41,167 43,697
未処分剰余金からの振替 2,530 3,445
期末残高 43,697 47,142

価格変動準備金：
期首残高 13,438 20,462
未処分剰余金からの振替 7,024 3,076
期末残高 20,462 23,538

未処分剰余金：

期首残高 1,197,421 1,222,194

当期純利益 46,694 119,890

配当金 (12,367) (19,280)
振替：

利益準備金 (2,530) (3,445)
価格変動準備金 (7,024) (3,076)

期末残高 1,222,194 1,316,283
その他の包括利益累積額：

期首残高 539,976 603,893

その他の包括利益 63,917 515,431

期末残高 603,893 1,119,324
自己株式：

期首残高 (42,452) (64,511)
自己株式の取得 (22,098) (12,831)

自己株式の処分 39 21

期末残高 (64,511) (77,321)

資本合計 \ 2,049,728 \ 2,652,968

(単位：円)

1株当たり配当金 \ 8.50 \ 9.50

修正版
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三井住友海上火災保険株式会社及び連結子会社

連結キャッシュ･フロー計算書
(単位：百万円)

平成17年3月期 平成18年3月期
営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ：

当期純利益 \ 46,694 \ 119,890

当期純利益から営業活動
  によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰへの調整：

貸倒引当金戻入額 (5,077) (8,119)
長期性資産の減損損失 16,018 526
投資売却利益 (54,965) (59,109)
債券償却額 6,900 5,795
減価償却費 18,899 17,012
退職・年金費用 (28,110) (4,917)
繰延税金費用 6,438 25,030

保険金回収のため取得した不動産の売却 20,555 899
資産の減少(増加):

未収保険料及び代理店貸 (2,374) 17,011
繰延契約獲得費用 (14,289) (8,834)

未収収益 (1,942) (4,818)
その他資産 848 6,874

負債の増加(減少):
支払備金 110,002 99,079
未経過保険料 47,293 35,643
生命保険責任準備金 77,750 88,222

税金負債 (22,233) 17,689
その他負債 664 2,298

投資契約利息費用 53,487 50,840

その他 (3,702) 1,029

営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 272,856 402,040

投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ：
売却・償還額：

売却可能有価証券の売却:
債券 659,959 553,057
株式 144,463 114,403

売却可能債券の償還 218,728 252,373
満期保有目的債券の償還 - 6,545
投資用不動産 - 165

回収額：
不動産抵当貸付 6,368 4,804
契約者貸付 29,980 34,702
その他長期投資 192,853 250,612

購入額：
売却可能有価証券:

債券 (989,440) (1,048,873)
株式 (86,873) (105,180)

満期保有目的有価証券:
債券 (421) (8,202)

投資額：
不動産抵当貸付 (3,908) (658)
契約者貸付 (31,773) (38,419)
その他長期投資 (242,840) (264,485)

債券貸借取引受入担保金の純増減 (20,459) 26,176
短期投資の純増減 (27,784) 4,773

関係会社に対する投資及び債権の純増減 (36,591) (13,570)

不動産及び動産の純増減 (5,048) (13,904)

営業権の取得 (29,855) (10,807)

その他 449 (1,971)
投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ (222,192) (258,459)

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ:

保険契約者からの預り金 359,719 341,604

預り金の保険契約者への払い戻し (471,466) (434,555)

ｺﾏｰｼｬﾙ･ﾍﾟｰﾊﾟｰの減少 (823) (2,643)
長期借入債務による収入 100,214 300
長期借入債務の返済 (800) (500)
短期借入債務の返済 (356) - 
自己株取得による支出 (22,098) (12,831)
配当金の支払 (12,407) (19,377)
その他 (826) (877)

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ (48,843) (128,879)

為替変動の現金及び現金同等物に対する影響額 2,597 4,235
現金及び現金同等物の増減額 4,418 18,937
現金及び現金同等物の期首残高 361,810 366,228
現金及び現金同等物の期末残高 \ 366,228 \ 385,165

修正版
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三井住友海上火災保険株式会社及び連結子会社

連結財務諸表の注記（要約）

１．財務諸表作成の基礎
三井住友海上火災保険株式会社及び連結子会社の連結財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められている
会計原則に準拠して作成しております。

２．有価証券等
有価証券等の内訳は以下のとおりであります。

（１）満期保有目的債券
(単位：百万円)

平成17年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 公正価額

米国以外国債、政府機関債 \ 178,761 \ 4,846 \ - \ 183,607
その他社債 2,824 3 - 2,827

満期保有目的債券合計 \ 181,585 \ 4,849 \ - \ 186,434

(単位：百万円)

平成18年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 公正価額

米国以外国債、政府機関債 \ 211,000 \ 701 \ (1,450) \ 210,251
米国以外の州債、地方債 47,057 - (1,221) 45,836
その他社債 3,113 1 (25) 3,089

満期保有目的債券合計 \ 261,170 \ 702 \ (2,696) \ 259,176

（２）売却可能有価証券
(単位：百万円)

平成17年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 貸借対照表計上額

債券：
国債、政府機関債：

米国 \ 86,580 \ 3,357 \ (1,818) \ 88,119
米国以外 510,880 24,478 (954) 534,404

州債、地方債：
米国 115 5 - 120
米国以外 870,954 34,968 (1,214) 904,708

新株引受権付社債 14,628 731 (6) 15,353
その他社債 1,450,378 53,623 (2,854) 1,501,147
売却可能債券合計 2,933,535 117,162 (6,846) 3,043,851

株式 1,015,978 1,185,522 (7,098) 2,194,402
売却可能有価証券合計 \ 3,949,513 \ 1,302,684 \ (13,944) \ 5,238,253

(単位：百万円)

平成18年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 貸借対照表計上額

債券：
国債、政府機関債：

米国 \ 93,269 \ 7,076 \ (1,062) \ 99,283
米国以外 614,831 15,654 (7,550) 622,935

州債、地方債：
米国 130 6 - 136
米国以外 820,226 22,142 (6,648) 835,720

新株引受権付社債 3,885 651 (10) 4,526
その他社債 1,617,720 31,885 (18,702) 1,630,903
売却可能債券合計 3,150,061 77,414 (33,972) 3,193,503

株式 1,077,972 2,029,282 (2,037) 3,105,217
売却可能有価証券合計 \ 4,228,033 \ 2,106,696 \ (36,009) \ 6,298,720

（３）売買目的有価証券
(単位：百万円)

平成17年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 公正価額

短期投資に含まれる金銭の信託 \ 54,148 \ 2,728 \ (1,494) \ 55,382

(単位：百万円)

平成18年3月期
取得原価 未実現評価益 未実現評価損 公正価額

短期投資に含まれる金銭の信託 \ 49,895 \ 727 \ (730) \ 49,892

修正版
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三井住友海上火災保険株式会社及び連結子会社

連結財務諸表の注記（要約）

３．年金及び退職給付
退職・年金費用の内訳は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

平成17年3月期 平成18年3月期
退職・年金費用：

勤務費用 \ 13,540 \ 10,896
利息費用 5,766 5,239
期待運用収益 (5,247) (4,234)
過去勤務債務の償却 (2,450) (2,509)
数理計算上の差異の償却 8,664 1,565

退職・年金費用合計 \ 20,273 \ 10,957

退職給付債務および年金資産の変動、年金制度の財政状況および貸借対照表計上額の
内訳は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

平成17年3月期 平成18年3月期
退職給付債務の増減：

期首残高 \ 414,350 \ 279,799
子会社の取得による増加 349 3,269
勤務費用 13,540 10,896
利息費用 5,766 5,239
従業員拠出額 46 3
数理計算上の差異 (35,670) (1,141)
退職給付支払額 (10,450) (12,000)
厚生年金基金代行部分の返上 (108,132) - 
確定拠出年金制度への移行 - (23,738)

期末残高 \ 279,799 \ 262,327

年金資産の増減：
期首の公正価額 \ 187,244 \ 159,474
子会社の取得による増加 - 139
運用損益 4,834 18,848
会社拠出額 20,845 9,067
従業員拠出額 46 3
退職給付支払額 (4,744) (6,111)
厚生年金基金代行部分の返上に伴
い政府へ返還した 低責任準備金 (48,751) - 
確定拠出年金制度への移行分 - (18,325)

期末の公正価額 \ 159,474 \ 163,095

年金制度の財政状況 \ (120,325) \ (99,232)
未認識数理計算上の差異 45,512 26,271
未認識過去勤務債務 (13,698) (10,739)

貸借対照表計上額の純額 \ (88,511) \ (83,700)

貸借対照表計上額の内訳：
退職・年金給付引当金 \ (88,511) \ (84,544)
無形資産 - 53
その他の包括利益総額 - 791

貸借対照表計上額の純額 \ (88,511) \ (83,700)

退職給付債務計算上の基礎率は以下のとおりであります。

平成17年3月期 平成18年3月期
割引率 2.00% 2.00%
昇給率 3.90～4.60% 4.10～4.60%

退職・年金費用計算上の基礎率は以下のとおりであります。

平成17年3月期 平成18年3月期
割引率 1.50% 2.00%
期待運用収益率 3.00% 3.00%
昇給率 3.90～4.60% 3.90～4.60%
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三井住友海上火災保険株式会社及び連結子会社

連結財務諸表の注記（要約）

４．法人税等

法定実効税率と法人税等負担率の差は以下のとおりであります。

平成17年3月期 平成18年3月期

法定実効税率 36.0% 36.0%
受取配当金益金不算入 (5.5) (3.1)
損金不算入経費 1.7 0.6
その他 (2.0) (0.1)

法人税等負担率 30.2% 33.4%

繰延税金の内訳は以下のとおりであります。
(単位：百万円)

平成17年3月期 平成18年3月期
繰延税金：

その他の繰延税金：
繰延税金資産：

支払備金 \ 36,162 \ 43,432
損害調査費 8,752 10,728
退職・年金給付引当金 32,166 30,759
ソフトウェア開発費 15,057 13,547
有価証券 50,865 44,932
投資売却損益 38,711 37,395
その他 14,699 23,908

繰延税金資産総額 196,412 204,701
評価性引当金 (139) (225)

繰延税金資産純額 196,273 204,476

繰延税金負債：

未経過保険料 71,486 99,992

繰延契約獲得費用 128,404 131,887
不動産及び動産 7,398 5,140
投資売却損益 13,888 19,255
その他 1,080 2,453

繰延税金負債合計 222,256 258,727

その他の繰延税金計 25,983 54,251

未実現評価益に対する繰延税金 463,676 745,434

繰延税金合計 \ 489,659 \ 799,685

５．金融商品の公正価値
金融商品の見積公正価額は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

平成17年3月期 平成18年3月期
貸借対照表計上額 見積公正価額 貸借対照表計上額 見積公正価額

資産：
債券 \ 3,225,436 \ 3,230,285 \ 3,454,673 \ 3,452,679
株式 2,194,402 2,194,402 3,105,217 3,105,217
不動産抵当貸付 19,048 18,797 15,129 14,890
契約者貸付 34,898 34,898 38,615 38,615
その他長期投資 721,209 711,783 721,491 710,089
短期投資 98,804 98,804 93,829 93,829
現金及び現金同等物 366,228 366,228 385,165 385,165
関係会社に対する投資 56,727 56,727 59,480 59,480
関係会社に対する債権 1,807 1,807 2,164 2,158
未収収益 20,919 20,919 22,071 22,071
未収保険料及び代理店貸 117,597 117,597 123,341 123,341
天候デリバティブ 590 590 2,545 2,545
デリバティブ資産：

為替 1,878 1,878 1,032 1,032
金利 1,522 1,522 2,518 2,518
債券及び株式 5 5 268 268
クレジットデリバティブ 1,091 1,091 1,184 1,184

負債：
投資契約預り金 (2,329,218) (2,606,977) (2,265,283) (2,528,869)
関係会社に対する債務 (12,574) (12,574) (13,240) (13,240)
短期借入債務 (13,583) (13,583) (10,740) (10,740)
長期借入債務 (99,995) (99,995) (99,997) (98,861)
天候デリバティブ (280) (280) (1,427) (1,427)
デリバティブ負債：

為替 (6,758) (6,758) (7,077) (7,077)
金利 (1,417) (1,417) (3,568) (3,568)
債券及び株式 (3) (3) - - 
クレジットデリバティブ (432) (432) (225) (225)

修正版
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