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                       平成 21年 6月 19日 

各  位 

会社名    富士火災海上保険株式会社 

代表者名  代表執行役社長兼CEO 近藤 章 

（コード番号  ８７６３  東証・大証第1部） 

問合せ先  経理部長 中堀 保 

（ＴＥＬ  ０６－６２６６－７０１３） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年 3月期 決算短信」等の一部訂正について 

 

 

平成 21年 5月 20日に発表いたしました「平成21年 3月期 決算短信」及び「平成21年 3月期 決

算説明資料」につきまして、一部訂正すべき箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。な

お、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

訂正箇所 

[平成 21年 3月期 決算短信] 

 

【1ページ】 

１．21年 3月期の連結業績（平成20年 4月 1日～平成21年 3月 31日） 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

 営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

21年 3月期 9,365 △77,860 11,976 86,092 

20年 3月期 12,408 △57,623 △8,169 144,763 

 

（訂正後） 

 営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

21年 3月期 3,365 △77,860 17,976 86,092 

20年 3月期 12,408 △57,623 △8,169 144,763 

 

 

【4ページ】 

１．経営成績 

2.財政状態に関する分析 

（訂正前） 

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが93億円の収入となり、

前連結会計年度との比較では30億円の減少となりました。この要因は、保険料収入が減少したこと等によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が減少したこと等により、前連結会計年度に比べ

て、202億円減少して778億円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは期中に増資を実施したことにより、前連結会計年度よりも201億円増加して119

億円の収入となりました。 

（以下、省略） 

（財）財務会計基準機構会員 
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（訂正後） 

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが33億円の収入となり、

前連結会計年度との比較では90億円の減少となりました。この要因は、保険料収入が減少したこと等によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が減少したこと等により、前連結会計年度に比べ

て、202億円減少して778億円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは期中に増資を実施したこと等により、前連結会計年度よりも261億円増加して

179億円の収入となりました。 

（以下、省略） 

 

 

【15～16ページ】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

（単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年 4月 1日 

至 平成20年 3月 31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年 4月 1日 

至 平成21年 3月 31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 

（省略）   

 その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額

（△は減少） 
△4,170 2,933 

 その他 △2,467 9,268 

 小計 △7,771 △5,410 

 利息及び配当金の受取額 27,372 21,929 

 利息の支払額 △17 △50 

 法人税等の支払額 △7,174 △7,146 

 法人税等の還付額 ― 43 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 12,408 9,365 

  
  

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 
（省略）   

 営業活動及び資産運用活動計 △44,996 △70,895 

 
（省略）   

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 株式の発行による収入 ― 15,795 

 自己株式の取得による支出 △5,005 △53 

 自己株式の処分による収入 107 13 

 配当金の支払額 △3,271 △3,609 

 リース債務の返済による支出 ― △168 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △8,169 11,976 

 
（省略）   
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（訂正後） 

（単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年 4月 1日 

至 平成20年 3月 31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年 4月 1日 

至 平成21年 3月 31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 

（省略）   

 その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額

（△は減少） 
△4,170 △3,066 

 その他 △2,467 9,268 

 小計 △7,771 △11,410 

 利息及び配当金の受取額 27,372 21,929 

 利息の支払額 △17 △50 

 法人税等の支払額 △7,174 △7,146 

 法人税等の還付額 ― 43 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 12,408 3,365 

  
  

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 
（省略）   

 営業活動及び資産運用活動計 △44,996 △76,895 

 
（省略）   

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 借入れによる収入 ― 6,000 

 株式の発行による収入 ― 15,795 

 自己株式の取得による支出 △5,005 △53 

 自己株式の処分による収入 107 13 

 配当金の支払額 △3,271 △3,609 

 リース債務の返済による支出 ― △168 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △8,169 17,976 

 
（省略）   

 

 

[平成 21年 3月期 決算説明資料] 

【9ページ（60ページ）】 

平成 21年 3月期 連結決算概要 

２．連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

（単位：百万円） 

 営業活動による 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 

投資活動による 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 

財務活動による 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 

現金及び現金同等物

増減額 

前期 

（20年 3月期） 
12,408 △57,623 △8,169 △53,632 

当期 

（21年 3月期） 
9,365 △77,860 11,976 △58,670 

連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは営業活動のｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰが 93億円の流入、投資活動が778億円の流出、財務活動が119億円の流入となり、

合計586億円の資金の流出となりました。 

各活動のｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰの主な変動要因は以下のとおりです。 
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・営業活動ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 前期に比べ、損害保険料収入（積立を含む）は減少し、生命保険料収入は増加しています。 

これらの影響により、キャッシュ・イン・フローは139億円減少しています。 

また、保険金（生命保険金を含む）の支払は増加したものの、満期返戻金の支払が減少して

おり、これらの影響により、キャッシュ・アウト・フローは27億円減少しています。 

 

・投資活動ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 当期の有価証券の取得による支出は6,456億円、有価証券の売却収入は5,748億円となり、 

貸付による支出は309億円、貸付金の回収による収入は279億円となりました。 

 

・財務活動ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 配当金の支払が36億円ありましたが、第三者割当増資による収入が157億円あり、 

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは 119億円の流入となりました。 

 

（訂正後） 

（単位：百万円） 

 営業活動による 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 

投資活動による 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 

財務活動による 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 

現金及び現金同等物

増減額 

前期 

（20年 3月期） 
12,408 △57,623 △8,169 △53,632 

当期 

（21年 3月期） 
3,365 △77,860 17,976 △58,670 

連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは営業活動のｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰが 33億円の流入、投資活動が778億円の流出、財務活動が179億円の流入となり、

合計586億円の資金の流出となりました。 

各活動のｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰの主な変動要因は以下のとおりです。 

 

・営業活動ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 前期に比べ、損害保険料収入（積立を含む）は減少し、生命保険料収入は増加しています。 

これらの影響により、キャッシュ・イン・フローは139億円減少しています。 

また、保険金（生命保険金を含む）の支払は増加したものの、満期返戻金の支払が減少して

おり、これらの影響により、キャッシュ・アウト・フローは27億円減少しています。 

 

・投資活動ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 当期の有価証券の取得による支出は6,456億円、有価証券の売却収入は5,748億円となり、 

貸付による支出は309億円、貸付金の回収による収入は279億円となりました。 

 

・財務活動ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 配当金の支払が36億円ありましたが、第三者割当増資による収入が157億円あり、 

また60億円の劣後ローンによる借入れを実施したことにより、財務活動によるｷｬｯｼｭ 

･ﾌﾛｰは 179億円の流入となりました。 

 

 

 

 

以  上 



平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月20日

（注）金額は記載単位未満を切り捨て、諸比率は四捨五入し表示しております。以下の諸表も同様です。

上場会社名 富士火災海上保険株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 8763 URL http://www.fujikasai.co.jp/
代表者 （役職名） 代表執行役社長 （氏名） ビジャン コスロシャヒ

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 中堀 保 TEL 06-6271-2741
定時株主総会開催予定日 平成21年6月25日 有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

配当支払開始予定日 ―

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 377,312 △8.4 △91,782 ― △59,623 ―

20年3月期 411,858 0.7 16,190 36.3 7,300 △13.4

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

経常収益経常利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △129.61 ― △72.9 △8.2 △24.3

20年3月期 16.99 16.99 4.9 1.4 3.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 1,084,765 47,076 4.3 85.89
20年3月期 1,161,909 117,293 10.1 275.34

（参考） 自己資本   21年3月期  46,536百万円 20年3月期  116,973百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 3,365 △77,860 17,976 86,092
20年3月期 12,408 △57,623 △8,169 144,763

2.  配当の状況 

（注）22年3月期における配当予想額については、現在検討中であり、未定です。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 8.50 8.50 3,611 50.0 2.4
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）第2四半期連結累計期間の業績予想につきましては、現時点において見通しが未定となっております。 

経常収益 経常利益 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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ―

通期 380,000 0.7 9,700 ― 5,500 ― 10.15

              



4.  その他 

(1) 期中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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 543,263,075株 20年3月期 471,972,777株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,508,902株 20年3月期  47,140,759株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

正味収入保険料 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 284,835 △3.1 △91,650 ― △58,977 ―

20年3月期 294,007 △0.7 14,273 29.7 6,113 △23.6

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
自己資本当期純利

益率
正味損害率 正味事業費率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △128.21 ― △75.8 62.7 37.9
20年3月期 14.23 14.22 4.2 61.4 36.4

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 912,744 45,140 4.9 82.32
20年3月期 1,002,504 111,236 11.1 261.08

（参考） 自己資本 21年3月期  44,600百万円 20年3月期  110,915百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）第2四半期累計期間の業績予想につきましては、現時点において見通しが未定となっております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．連結業績予想及び個別業績予想は、現時点で当社が入手可能な情報に基づき当社が判断した予測であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれてい
ます。実際の業績は様々な要因の変化により、これら業績予想と大きく異なる可能性があります。業績予想の前提条件については４ページ「（２）次期の見
通し」を参照してください。 
 
２．22年3月期の配当予想額につきましては、今後の業務展開・収益動向等十分見極める必要があることから、現時点では未定であります。固まり次第速
やかにご報告致します。 

正味収入保険料 経常利益 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

第2四半期 
累計期間

― ― ― ― ― ― ―

通期 282,000 △1.0 8,000 ― 4,700 ― 8.67
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