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ます。Aflac Incorporated はフォーチュン 500 社に入っており、ティッカー・シンボル AFL としてニュー

ヨーク証券取引所に上場しています。 
 

 

予測情報について 

 

1995 年の私的証券訴訟改革法は、企業に対して、いわゆる｢安全港｣の規定を設けています。規定に

よれば、その記述が将来予測に関する記述（forward-looking statement）として特定され、将来予測に

関する記述に含まれる内容と大きく異なる結果を引き起こす可能性がある重要な要素を記した有意義

な警告を伴うならば、自社の見通しに関する情報を積極的に提供するよう奨励しています。当社は、こ

の規定を活用したいと考えています。本書には、将来の見通しと大きく異なる結果を引き起こす可能性

がある重要な要素を記した警告を記載しています。こうした将来の見通しは、本書の中、あるいはアナ

リストと当社役職員との議論、米国証券取引委員会（SEC）に提出された文書の記述に含まれています。 

 

将来予測に関する記述は、過去の情報に基づくものではなく、将来の事業、戦略、財務業績及びその

他の進展事項に関するものです。更に、将来予測に関する情報は、さまざまな仮定や、リスク、不確定

要素から影響を受けます。特に、｢予想する｣｢予測する｣｢確信している｣｢目標｣｢目的｣「可能性がある」

「すべきである」「推定する」「意図する」「見積もる」「するつもりである」「仮定する」「潜在的」「対象」「見

通し」、あるいはその他の類似した言葉を含む記述、また将来の結果についての特定の予測は一般に

将来予測に関する記述です。当社は、将来予測に関する記述について、 新情報を提供する義務を

負いません。 

 

当社が随時言及している事項のほかに、将来予測に関する記述と大きく異なる結果を引き起こす可能

性がある事項は以下のとおりです。 

 

・ 資本市場の状況及び当社資金の使用方法の選択肢の可能性 

・ 世界資本市場及び経済の困難な状況 

・ 重要な金利リスクに対するエクスポージャー 

・ 日本に対する事業の集中 

・ 円/ドル為替レートの変動 

・ 従来の日本支社の法的な子会社としての運営 

・ 当社の条件に合致する円建て有価証券の限られた入手可能性 

・ 保険料率の設定や責任準備金の算定に用いる仮定と実績の乖離 

・ 情報システムの開発・改善を継続する能力 

・ 金融市場の安定化を目指す政府の行為 

・ 電気通信、情報技術及びその他の業務システムにおける障害、あるいはそのようなシステムに収

録されているセンシティブなデータに関する安全性、機密性又はプライバシーの維持の失敗 

・ 保険業界における継続的な変化 

・ 患者の個人情報及び情報セキュリティーに関する規則の遵守の失敗 

・ 広範囲な規制及び法律又は政府当局による規制の変更 

・ 当社に適用される税率の変更 
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・ 投資先の債務不履行及び信用格付けの引き下げ 

・ 優秀な募集人、ブローカー、社員及び販売提携先を引きつけ、維持する能力 

・ 他の金融機関の信用力の低下 

・ 子会社がアフラック・インコーポレーテッドに配当金を支払う能力 

・ 当社の財務力と発行体格付けの引き下げ 

・ 当社に固有なリスク管理方針及び手続の限界 

・ 特定の単一の発行体又はセクターに対する運用資産の集中 

・ 運用資産の評価に適用される異なる判断 

・ 主要な経営陣メンバーの後継者を効果的に選出する能力 

・ 運用資産に係る減損金額の決定における重要な評価判断 

・ 伝染病、パンデミック、竜巻、ハリケーン、地震、津波、戦争あるいはその他の軍事行動、テロ行為

あるいはその他の暴力行為を含む大惨事及びそれに付随して起こる被害 

・ 米国及び（又は）日本の会計基準の変更 

・ 当社の事業を離れた出来事によってもたらされる消費者からの信頼の喪失 

・ 年金及びその他退職給付プランに係る前提の変更による費用の増加と収益性の低下 

・ 訴訟の内容及び結果 

・ 内部統制又はコーポレート・ガバナンスのポリシー及び手続の失敗 

 

改正税法の影響の評価額は、GAAP の当期純利益及び株主資本には含まれるが、別表に定義され

た調整後利益からは除外される。この評価額は予備的なものであり、場合によっては大幅に調整され

る可能性があり、その要因には次のものが含まれる。当社の計算についてのさらなる精査、当社が行っ

た解釈と前提の変更、今後発せられる税務ガイダンス及び改正税法の結果として当社がとる行動。 
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difficult conditions in global capital markets and the economy; exposure to significant interest rate risk; 
concentration of business in Japan; foreign currency fluctuations in the yen/dollar exchange rate; 
operation of the former Japan branch as a legal subsidiary; limited availability of acceptable yen-
denominated investments; deviations in actual experience from pricing and reserving assumptions; ability 
to continue to develop and implement improvements in information technology systems; governmental 
actions for the purpose of stabilizing the financial markets; interruption in telecommunication, information 
technology and other operational systems, or a failure to maintain the security, confidentiality or privacy 
of sensitive data residing on such systems; ongoing changes in the Company's industry; failure to comply 
with restrictions on patient privacy and information security; extensive regulation and changes in law or 
regulation by governmental authorities; changes in tax rates applicable to the company; defaults and 
credit downgrades of investments; ability to attract and retain qualified sales associates, brokers, 
employees, and distribution partners; decline in creditworthiness of other financial institutions; 
subsidiaries' ability to pay dividends to Aflac Incorporated; decreases in the Company's financial strength 
or debt ratings; inherent limitations to risk management policies and procedures; concentration of the 
Company's investments in any particular single-issuer or sector; differing judgments applied to investment 
valuations; ability to effectively manage key executive succession; significant valuation judgments in 
determination of amount of impairments taken on the Company's investments; catastrophic events 
including, but not necessarily limited to, epidemics, pandemics, tornadoes, hurricanes, earthquakes, 
tsunamis, war or other military action, terrorism or other acts of violence, and damage incidental to such 
events; changes in U.S. and/or Japanese accounting standards; loss of consumer trust resulting from 
events external to the Company's operations; increased expenses and reduced profitability resulting from 
changes in assumptions for pension and other postretirement benefit plans; level and outcome of 
litigation; and failure of internal controls or corporate governance policies and procedures. 

The estimated impact of tax reform, which is included in GAAP net income and equity, but excluded from 
adjusted earnings as defined, is a preliminary estimate and may be adjusted, possibly materially, due to, 
among other things, further refinement of the company's calculations, changes in interpretations and 
assumptions the company has made, tax guidance that may be issued and actions the company may take 
as a result of tax reform. 
 
Analyst and investor contact – David A. Young, 706.596.3264 or 800.235.2667; FAX: 706.324.6330 or 
dyoung@aflac.com 
 
Media contact – Catherine H. Blades, 706.596.3014; FAX: 706.320.2288 or cblades@aflac.com 
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