


 

トップメッセージ 

 
日頃より皆さまのご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当社は、ＳＯＭＰＯホールディングスグループの通販損害保険会社として、主力

商品である「おとなの自動車保険」を中心に、お客さまに高品質なサービスをご提

供し、納得して選んでいただける会社を目指しています。 

その達成に向けて、「おとなの自動車保険」では事故の発生率に合わせた“1 歳刻

み”の保険料率を設定し、事故率の低い 40 代と 50 代のお客さまを中心に割安な保

険料のご提供、また、お客さまの立場に立ち、ご契約の手続き時や事故の発生時に

おける丁寧な対応を心がけております。 

 

当社では、このたび「中期経営計画（２０１６年度～２０２０年度）」を策定し、

お客さまに対して常に「心地よい顧客体験」を提供・提案し続けることを経営方針

のひとつとして掲げています。その一環として、２０１６年４月より「おとなの自

動車保険」にご契約のお客さまに対して、綜合警備保障株式会社（以下「ＡＬＳＯ

Ｋ」）隊員による事故現場かけつけサービス（「ＡＬＳＯＫ事故現場安心サポート」）

をスタートしました。 

また、目覚ましく変革を遂げるデジタル技術を最大限に活用し、お客さまの利便

性向上や業務効率の向上を図ってまいります。 

さらに、「戦略的リスク経営」の定着、「風通しの良い職場づくり」・「ダイバ

ーシティの推進」による活力ある組織風土の醸成、内部統制が有効に機能するガバ

ナンス体制の整備など、通販保険会社として永続性のある事業基盤づくりに取り組

んでまいります。 

 

 「“もしも”のために、“いつも”つながる」をコンセプトに、お客さまに「心

地よい」と思っていただける商品・サービスを常にご提供出来るように全力で取り

組んでいきます。 

 

今後とも、皆さまの変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようお願いいたします。 

 

                                          

代表取締役社長 西脇 芳和 
 

西脇　芳和
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SOMPOホールディングスグループの概要

「デジタル」×「人」　によるお客さま接点を構
築

SOSOSOSOSOSOSOMPOPOPOSOMPO
予防

万が一の
備え

サポート
安心 健康

安全

楽しい老後に
したい

住まいを
よくしたい

災害に
備えたい

健康な生活を
送りたい

挑戦したい

各事業部門（国内損保事業、国内生保事業、介護・ヘルスケア事業、海外保険事業）のトップを事業オーナーと位置づけ、
事業オーナーに事業戦略立案・投資判断・人材配置などの権限を委譲し、大きな環境変化に対して、お客さまにより近い
事業部門が柔軟かつ敏捷な意思決定・業務執行を行うグループ経営体制に2016年4月から変更しました。これによって、
各事業領域において存在感ある優位性を確立・強化することで、成長を続けていきます。
また、持株会社は、デジタル戦略などのグループ横断の重要課題への対応および事業部門間の連携を強化する体制を
構築し求心力を発揮することで、「安心・安全・健康｣に資するトータルサポートサービスの創出、新たな事業創造・既存事
業の領域拡大をしていきます。

「万が一のときに役立つSOMPO」から
「お客さまの人生に笑顔をもたらすSOMPOへ」

SOMPOホールディングスグループでは、これまで「保険の先へ、挑む。」というブランドスローガンのもと、保険事業を
中核として、介護事業やリフォーム事業など事業領域を拡大してきました。新中期経営計画では、新たな事業機会の探求、
既存事業の品質向上・サービス領域の拡大や事業間の連携を通して、それぞれの事業・サービスを各分野において魅力あ
る特徴をもったアトラクションに進化・充実させていきます。あわせて、「人」によるお客さまに寄り添ったサービスに加え
て、「デジタル技術」を活用したお客さまとの接点を拡充していきます。
これらの取組みを通じて、SOMPOホールディングスグループは、お客さまの幅広いライフステージや日常生活において

「安心・安全・健康」を総合的にサポートし、お客さまの人生に笑顔をもたらす『安心・安全・健康のテーマパーク』に進化することで、
グループ経営理念である「お客さまの安心・安全・健康に資する最高品質のサービスをご提供する」を具現化させていきます。

国内損保事業
事業オーナー

（損保ジャパン日本興亜社長）

損保ジャパン日本興亜

セゾン自動車火災

そんぽ24

DC証券

国内生保事業
事業オーナー

（ひまわり生命社長）

ひまわり生命

介護・ヘルスケア事業
事業オーナー

（介護・ヘルスケア担当役員）

SOMPOケア

SOMPOケアメッセージ

SOMPOケアネクスト

シダー

リスケアマネジメント

海外保険事業
事業オーナー

（海外事業担当役員）

海外グループ会社

戦略事業
（経営企画担当役員） アセットマネジメント プライムアシスタンス プロダクト・

ワランティ・ジャパン フレッシュハウス

国内損保事業
事業オーナー

（損保ジャパン日本興亜社長）

損保ジャパン日本興亜

セゾン自動車火災
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介護・ヘルスケア事業
事業オーナー

（介護・ヘルスケア担当役員）

SOMPOケア

SOMPOケアメッセージ

SOMPOケアネクスト

シダー

リスケアマネジメント

海外保険事業
事業オーナー

（海外事業担当役員）

海外グループ会社

戦略事業
（経営企画担当役員） アセットマネジメント プライムアシスタンス プロダクト・

ワランティ・ジャパン フレッシュハウス

CFO

CRO

CIO

CDO

SOMPOホールディングス グループCEO

横
串
機
能

権限委譲
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国内生保事業
「健康応援企業」へ進化

～第二の創業期～

修正利益計画（2018年度）：　

320億円以上

海外保険事業
着実なオーガニック成長

規律あるM&Aによる成長加速

修正利益計画（2018年度）：　

230億円以上

国内損保事業
価値創造イノベーション

～最もお客さまに支持される損害保険会社へ～

修正利益計画（2018年度）：　

1,170億円以上

介護・ヘルスケア事業等
「世界に誇れる豊かな長寿国日本」

の実現に貢献

修正利益計画（2018年度）：　

80億円以上

戦略
的リ
スク
経営

（ERM
）

多様
性あ
る人
材

新中期経営計画では、各事業の魅力を徹底的に高めると同時に、デジタル技術を活用したサービス拡充やお客さま接点
の強化、事業間連携などに取り組み、将来的にグローバルトップ10水準の規模および資本効率の実現を目指します。計画
の折り返し地点となる2018年度に定量的な経営目標を設定し、各事業部門の成長にとどまらず、M&Aやデジタル戦略に
よる新たなビジネスモデルや事業間連携によって、「安心・安全・健康のテーマパーク」の構築を進めていきます。

2016年10月1日付で損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社の商号を　「SOMPOホールディングス株式会社」に
変更し、「安心・安全・健康」の「SOMPO」ブランドの強化を図っていきます。

●  先進的なシステム・情報基盤の構築と抜本的な業務プロセスの
見直しを通して、お客さまへの新たな価値を創造

●  最先端のデジタル技術の活用と専門性の高いヒューマンスキ
ルにより、お客さま接点の品質と利便性を飛躍的に向上

●  質を伴った成長と、グループ最大のお客さま基盤・経営資源に
より、「安心・安全・健康のテーマパーク」の構築を牽引

●  「高齢者の方の尊厳・自立」と「より安心・安全な介護サービス」
を両立

●  介護、未病・予防、医療連携などの複合的な在宅サービスを
一体的に提供

●  他業種連携を含めた、介護・ヘルスケア周辺事業領域の強化

●  生命保険のその先へ、お客さまが健康になることを応援する『健康
応援企業』へ

●  「健康」を軸にデジタルでお客さまとつながり、健康維持・増進の
ための多様なサービスを提供

●  「サービス」「商品」「販売チャネル」が三位一体となってお客さまに
新たな価値を提供

●  SOMPOキャノピアス社を先進国マーケットにおける成
長ビークルとして活用

●  新興国リテール分野を中心とした事業展開加速による
着実なオーガニック成長

●  将来的な成長を期待する新興国と、早期の利益貢献が
期待可能な先進国に、バランスよく規律あるM&Aを実施

『安心・安全・健康のテーマパーク』への各事業の取組み

デジタル戦略

M&Aによる
成長加速・

新たな事業機会の
探求

事業間連携
による

トータルサポート
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ための多様なサービスを提供

●  「サービス」「商品」「販売チャネル」が三位一体となってお客さまに
新たな価値を提供

●  SOMPOキャノピアス社を先進国マーケットにおける成
長ビークルとして活用

●  新興国リテール分野を中心とした事業展開加速による
着実なオーガニック成長

●  将来的な成長を期待する新興国と、早期の利益貢献が
期待可能な先進国に、バランスよく規律あるM&Aを実施

『安心・安全・健康のテーマパーク』への各事業の取組み

デジタル戦略

M&Aによる
成長加速・

新たな事業機会の
探求

事業間連携
による

トータルサポート

3損保ジャパン日本興亜の現状 2016損保ジャパン日本興亜の現状 2016

2020 （年度）20182015

新中期経営計画の
実行により目指す姿
グローバルトップ10
水準の規模・資本効率
• 修正連結利益
 3,000億円規模
• 修正連結
 ROE10%以上

修正連結ROE

6.9%

修正連結利益
1,643億円

修正連結ROE

8%以上
修正連結利益
1,800～
2,200億円

ポスト新中計新中期経営計画
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代表的な経営指標 
 

最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移                                （単位：百万円） 

区 分     
年 度     

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 

正正 味味 収収 入入 保保 険険 料料                              14,479 17,204 18,951  22,359  27,439 

（（ 対対 前前 期期 増増 減減 率率 ））                              ( 1.3%) ( 18.8%) ( 10.2%) ( 18.0% ) ( 22.7%) 

正正 味味 損損 害害 率率                              63.4% 59.2% 65.8% 63.5%  64.4% 

正正 味味 事事 業業 費費 率率                              65.3% 62.0% 63.9% 52.8%  43.1% 

保保 険険 引引 受受 利利 益益                              △6,114 △6,561 △8,873 △7,513  △6,678 

経経 常常 利利 益益                              △6,044 △6,727 △8,439 △7,388  △6,509 

当当 期期 純純 利利 益益                              △6,279 △6,849 △8,639 △7,406  △6,529 

保保 険険 金金 等等 のの 支支 払払 能能 力力 のの                              

充充 実実 のの 状状 況況 をを 示示 すす 比比 率率                              

（（ソソルルベベンンシシーー・・ママーージジンン比比率率））                              

713.2% 1,193.6% 1,122.5% 893.6%  725.8% 

総総 資資 産産 額額                              28,598 38,371 41,733 44,706  49,272 

純純 資資 産産 額額                              4,228 10,824 11,852 11,519  10,995 

そそのの他他有有価価証証券券評評価価差差額額金金                              299 745 412 485  491 

リリ スス クク 管管 理理 債債 権権                              － － － －  － 

（注）金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しています。割合（％）は、小数第2位を四捨五入して第1位まで 

表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

損害保険会社の売上規模を示す指標の１つであり、

元受正味保険料から再保険に要した保険料と積立

型保険の満期返れい金の原資となる積立保険料を

加減したものです。 

当社の2015年度正味収入保険料は、前年度に対し

て22.7％増加し、27,439百万円となりました。 

保険会社の経営効率を示す指標の１つであり、正味

収入保険料に対する事業費の割合をいいます。 

なお、事業費は、諸手数料及び集金費（元受保険

に係る代理店手数料や集金費等と再保険契約に係

る再保険手数料からなります）および保険引受に係

る営業費及び一般管理費の合計です。 

当社の2015年度正味事業費率は43.1％と対前年度

比で9.7ポイント低下しました。 

 

 

 

保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いら

れる指標の１つであり、通常は支払った保険金（正

味支払保険金）に損害調査費（保険会社の損害調

査関係の業務に要した経費）を加えて保険料（正味

収入保険料）で除した割合を指しています。 

当社の2015年度正味損害率は64.4％と対前年度比

0.9ポイント上昇しました。 

 

 

 

保険会社の本来業務である保険の引受による利益

を表す指標です。保険引受収益から保険引受費

用、保険引受に係る営業費及び一般管理費を控除

しその他収支を加減して求めます。当社の2015年

度保険引受利益は、対前年度比834百万円改善

し、△6,678百万円となりました。 

 

  フフロローー面面  

 ①①正正味味収収入入保保険険料料                           ③③ 正正 味味 事事 業業 費費 率率                          

 ②② 正正 味味 損損 害害 率率                           ④④ 保保 険険 引引 受受 利利 益益                          
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保険会社の本来の事業活動である保険引受や資産

運用などによる利益をいい、保険引受利益から資産

運用収益・費用、その他経常損益、営業費及び一般

管理費を加減して求めます。当社の2015年度経常

利益は対前年度比878百万円改善し、△6,509百万

円となりました。 

保険会社の最終的な利益をいい、経常利益から特

別損益を加減し、法人税、住民税ならびに法人税等

調整額（税効果会計による調整）を加減して算出しま

す。 

2015年度の当期純利益は、対前年度比877百万円

改善し、△6,529百万円となりました。 

 

 

 

 

 

 

総資産とは企業が保有する現金、有価証券、貸付

金、不動産等の総額をいい、貸借対照表の資産の

部の合計を示します。 

2015年度末における当社の総資産は49,272百万円

となっており、資産運用収益の源泉となる運用資産

が総資産の86.3％を、うち、有価証券が81.5％を占

めています。 

 

 

 

 

純資産とは、貸借対照表上での株主資本にあたるも

ので、資本金、資本準備金、利益準備金などで構成

されています。損害保険会社は、保険金支払い能力

を維持するために、十分な純資産を保持しておく必

要があります。 

2015年度末における当社の純資産額は10,995百万

円となっており、総資産に占める純資産の割合は

22.3%となっています。 

 

 

 

 

当社は、2000年度（平成12年度）から金融商品にか

かる会計基準を適用し、保有する有価証券を「売買

目的有価証券」「満期保有目的債券」「子会社・関連

会社株式」「その他有価証券」の４つに分類し、その

大部分を占める時価のある「その他有価証券」につ

いて時価法を適用しています。 

「その他有価証券評価差額金」とは、この「その他有

価証券」の時価と取得原価（含む償却原価）との差額

から税効果相当額を控除した金額をいい「純資産の

部」に計上されています。2015年度末における当社

のその他有価証券評価差額金は491百万円となって

います。 

当社は保有する資産について、回収についての危

険性や価値が毀損する危険性を検討して、資産を分

類（自己査定）し、その結果にしたがって、償却・貸倒

引当金の計上などを実施し、資産の健全性を確保し

ています。 

貸付金については、回収に懸念のある貸付先につ

いて、リスク管理債権としてその危険度に応じて「破

綻先債権」「延滞債権」「３か月以上延滞債権」「貸付

条件緩和債権」に区分して管理しています。 

2015年度末時点においてリスク管理債権はありませ

ん。（詳しくは93ページをご参照ください。） 

 

 

 

損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払

や積立型保険の満期返れい金支払等に備えて準備

金を積み立てていますが、巨大災害の発生や、損害

保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通

常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分な

支払能力を保持しておく必要があります。 

この「通常の予測を超える危険」に対して「損害保険

会社が保有している資本・準備金等の支払余力」の

割合を示す指標として、保険業法等に基づき計算さ

れたのが、「ソルベンシー・マージン比率」です。 

ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会

社を監督する際に、経営の健全性を判断するために

活用する指標のひとつですが、その数値が200%以上

であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適

当である」とされています。 

2015年度末における当社のソルベンシー・マージン

比率は725.8%と十分な支払余力を有しています。（詳

しくは95ページをご参照ください。） 

 ⑤⑤ 経経 常常 利利 益益                           ⑥⑥ 当当 期期 純純 利利 益益                          

    スストトッックク面面  

 ⑨⑨そそのの他他有有価価証証券券評評価価差差額額金金  

 ⑩⑩リリススクク管管理理債債権権（（不不良良債債権権のの状状況況））   ⑦⑦ 総総 資資 産産 額額                          

 ⑧⑧ 純純 資資 産産 額額                          

  ⑪⑪ソソルルベベンンシシーー・・ママーージジンン比比率率  
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代表的な経営指標 
 

最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移                                （単位：百万円） 

区 分     
年 度     

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 

正正 味味 収収 入入 保保 険険 料料                              14,479 17,204 18,951  22,359  27,439 

（（ 対対 前前 期期 増増 減減 率率 ））                              ( 1.3%) ( 18.8%) ( 10.2%) ( 18.0% ) ( 22.7%) 

正正 味味 損損 害害 率率                              63.4% 59.2% 65.8% 63.5%  64.4% 

正正 味味 事事 業業 費費 率率                              65.3% 62.0% 63.9% 52.8%  43.1% 

保保 険険 引引 受受 利利 益益                              △6,114 △6,561 △8,873 △7,513  △6,678 

経経 常常 利利 益益                              △6,044 △6,727 △8,439 △7,388  △6,509 

当当 期期 純純 利利 益益                              △6,279 △6,849 △8,639 △7,406  △6,529 

保保 険険 金金 等等 のの 支支 払払 能能 力力 のの                              

充充 実実 のの 状状 況況 をを 示示 すす 比比 率率                              

（（ソソルルベベンンシシーー・・ママーージジンン比比率率））                              

713.2% 1,193.6% 1,122.5% 893.6%  725.8% 

総総 資資 産産 額額                              28,598 38,371 41,733 44,706  49,272 

純純 資資 産産 額額                              4,228 10,824 11,852 11,519  10,995 

そそのの他他有有価価証証券券評評価価差差額額金金                              299 745 412 485  491 

リリ スス クク 管管 理理 債債 権権                              － － － －  － 

（注）金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しています。割合（％）は、小数第2位を四捨五入して第1位まで 

表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

損害保険会社の売上規模を示す指標の１つであり、

元受正味保険料から再保険に要した保険料と積立

型保険の満期返れい金の原資となる積立保険料を

加減したものです。 

当社の2015年度正味収入保険料は、前年度に対し

て22.7％増加し、27,439百万円となりました。 

保険会社の経営効率を示す指標の１つであり、正味

収入保険料に対する事業費の割合をいいます。 

なお、事業費は、諸手数料及び集金費（元受保険

に係る代理店手数料や集金費等と再保険契約に係

る再保険手数料からなります）および保険引受に係

る営業費及び一般管理費の合計です。 

当社の2015年度正味事業費率は43.1％と対前年度

比で9.7ポイント低下しました。 

 

 

 

保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いら

れる指標の１つであり、通常は支払った保険金（正

味支払保険金）に損害調査費（保険会社の損害調

査関係の業務に要した経費）を加えて保険料（正味

収入保険料）で除した割合を指しています。 

当社の2015年度正味損害率は64.4％と対前年度比

0.9ポイント上昇しました。 

 

 

 

保険会社の本来業務である保険の引受による利益

を表す指標です。保険引受収益から保険引受費

用、保険引受に係る営業費及び一般管理費を控除

しその他収支を加減して求めます。当社の2015年

度保険引受利益は、対前年度比834百万円改善

し、△6,678百万円となりました。 

 

  フフロローー面面  

 ①①正正味味収収入入保保険険料料                           ③③ 正正 味味 事事 業業 費費 率率                          

 ②② 正正 味味 損損 害害 率率                           ④④ 保保 険険 引引 受受 利利 益益                          

セゾン自動車火災保険株式会社
－経営基本方針－

ブランドメッセージ

わたしたちは、お客様にとって、
独創的で革新的な商品や、
必要なときに必要な形で最適なサポートを、
お客様と私たちが“直接”接することでご提供し、

ブランドメッセージ

お客様と私たちが“直接”接することでご提供し、
お客様一人ひとりに納得感を持って選んでいただける、
オンリーワンの保険会社をめざします。

そのために、
わたしたちは、お客様から次のように言っていただける、
公正・誠実を尽くす人財集団になることをめざします。

自分のことを
⼀番良く分かっていてくれる保険会社

自分のための最適商品を選ぶために
必要十分な相談に乗ってくれる保険会社必要十分な相談に乗ってくれる保険会社

自分のための最適な事故対応サービスを
提供してくれる保険会社



 

 

トピックス 
 

 

１．「ＡＬＳＯＫ事故現場安心サポート」の提供開始 
 

『おとなの自動車保険』にご契約のお客さまを対象に、お客さまがもっとも不安を感じる事故直後に綜合警

備保障株式会社（以下「ＡＬＳＯＫ」）隊員が現場にかけつけ、サポートをするサービスを2016年4月から開始

しました。 

 

お客さまが事故に遭われた場合、全国2,400か所の拠点からＡＬＳＯＫ隊員 

が現場にかけつけ、事故対応をサポートするサービスで、『おとなの自動車保 

険』をご契約のすべてのお客さまに無料で対応します。 

これまで、保険会社への事故状況のご説明等は、お客さまご自身で対応い 

ただいていましたが、ＡＬＳＯＫ隊員が現場にかけつけた場合には、隊員自身 

が事故状況等を確認し、保険会社へ連絡することで、スムーズな事故対応の 

サポートを実現します。 
 

「“もしも”のために、“いつも”つながる」をコンセプトに、お客さまにとって 

最適な価値を提供し続け、「お客さま評価日本一」を実現するよう、引き続き 

全社を挙げて取り組んでまいります。 

  

  

２．J.D.パワー社の日本自動車保険契約者満足度調査で4年連続第1位を受賞 

 
当社は、顧客満足度に関する調査・コンサルティングの国際的専門機関で

ある株式会社 J.D. パワー アジア・パシフィックによる「2013 年-2016 年日本

自動車保険契約者満足度調査」＜ダイレクト系保険会社部門＞※1で第1位

を受賞しました。2016 年調査では、「契約内容／契約手続き」「保険証券」の

ファクターでトップの評価を受けています。 

  
※1 当部門の調査対象は、代理店を介さず、主にインターネットや電話などで契約者と直

接契約する保険会社。現在契約中の自動車保険（任意保険）に関して 3,482 名から回答

を得た結果。japan.jdpower.com 

 

 

３．HDI-Japanの問合わせ窓口格付け調査「サポートポータル（ウェブサイト）格付け」において

最高ランクの『三つ星』を獲得 

 
HDI-Japan（エイチ・ディ・アイ・ジャパン）《運営会社：シン

クサービス株式会社》が2015年9月に公表した損害保険会社

部門：「HDI 問合せ窓口格付け調査」のベンチマーク格付け

において、「サポートポータル（ウェブサイト）格付け」※2で最

高ランクの『三つ星』を取得しました。 

      
※2 「問合せ窓口格付け調査」とは、一般消費者の審査員および専

門の審査員が、顧客視点で各企業の「サポートポータル」と「問合せ

窓口」のパフォーマンスおよびクオリティを評価するもので、『三つ星』

～『星なし』の 4 段階で格付けを行っています。  
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