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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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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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（９）「反社会的勢力への対応に関する基本方針」を定め、反社会的勢力への対応体制を整備するとともに、反社

会的勢力からの不当要求の拒絶および関係の遮断に向けて、外部専門機関とも連携し、組織として毅然と

対応します。 

 

３．戦略的リスク経営に関する体制 

  

当社は、損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社の「グループ ＥＲＭ基本方針」に従い、リスク管理

基本方針を定め、不測の損失を極小化するとともに、資本を有効活用し、適切なリスクコントロールのもと収益を向

上させ、グループの企業価値の最大化に貢献します。その実現のために、ＥＲＭ「戦略的リスク経営」に関する体

制を整備するとともに、リスクの把握および評価を含む適切なリスク管理を行います。 

 

４．職務の執行が効率的かつ的確に行われることを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務執行が、効率的かつ的確に行われる体制を確保するため、次のとおり、職

務執行に関する権限、決裁事項および報告事項の整備、指揮命令系統の確立、ならびに経営資源の有効活用

を行います。 

 

（１）年度経営方針および計画等を策定し、社内で共有します。 

 

（２）重要な業務執行に関する事項について、経営会議にて協議し、取締役会の審議の効率化および実効性の向

上を図ります。 

 

（３）取締役会の決議事項および報告事項を整備することで取締役会の関与すべき事項を明らかにするとともに、

これに整合するよう決裁権限を定めます。 

 

（４）規程を整備し、社内組織の目的および責任範囲を明らかにするとともに、組織単位ごとの職務分掌、執行責

任者、職務権限の範囲等を定めます。 

 

（５）信頼性・利便性・効率性の高い業務運営を実現するため、「ＩＣＴ戦略に関する基本方針」に従い、的確かつ

正確なシステムを構築します。 

 

（６）「業務継続体制構築基本方針」を定め、大規模自然災害等の危機発生時における主要業務の継続および早

期復旧の実現を図る体制を整備し、有事における経営基盤の安定と健全性の確保を図ります。 

 

５．財務の健全性および財務報告の適正性を確保するための体制 

 

 （１）当社は、「財務の健全性・保険計理の管理基本方針」に従い、財務の健全性を確保するための管理体制を整

備します。 

 

 （２）当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における財務報告の適正性および信頼性を確保す

るための体制、その他法令等に定める情報開示について適切な開示が行われるための体制を整備します。 

 

６．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

  

当社は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存および管理するため、取締役会等の重要会議の議事

録および関連資料その他取締役の職務執行に係る情報を保存および管理する方法を規程に定め、これに必要

な体制を整備します。 

 

７．内部監査の実効性を確保するための体制 

  

当社は、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の基本方針を定め、内部監査部門の被監査部門から

の独立性、内部監査の計画および実施、内部監査に関する遵守義務等に関する事項を明確にし、これに必要な 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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体制を整備します。 

 

８．監査役の監査に関する体制 

 

 当社は、監査役の監査の実効性の向上を図るため、以下の体制を整備します。 

 

８－１．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 

 

 監査役の求めに応じ、必要な知識・経験を有する専属の者を監査役補助者（監査役の職務を補助すべき使用

人）として配置します。また、監査役補助者に関する規程を定め、次のとおり監査役補助者の執行からの独立性を

確保します。 

 

（１）監査役補助者の選任、解任、処遇の決定等にあたっては常勤監査役の同意を得ることとし、監査役補助者

の人事上の評価は常勤監査役の同意を求めることにより、取締役からの独立性および監査役の監査役補助

者に対する指示の実効性を確保します。 

  

 （２）監査役補助者はその職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令を受けないことと

します。 

 

 （３）監査役補助者は、監査役の命を受けた業務に関して必要な情報の収集権限を有することとします。 

 

８－２．監査役への報告に関する体制 

 

 （１）当社は、監査役会の同意のもと、取締役および使用人が監査役に報告すべき事項（職務の執行に関して法

令・定款に違反する重大な事実もしくは不正行為の事実または会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事

実を含む）および時期を定めることとし、取締役および使用人は、この定めに基づく報告、その他監査役の要

請する報告を確実に行います。なお、取締役および使用人が監査役に当該報告を行ったことを理由として、

当該取締役および使用人に対して不利益な取扱いをしないこととします。 

 

 （２）監査役が取締役の職務の執行に関して意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取締役は、

指摘事項への対応の進捗状況を監査役に報告します。 

 

８－３．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

 （１）監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他重要な会議に出席し、意見を述べることができるもの

とします。 

 

 （２）監査役が、取締役、内部監査部門、会計監査人およびその他監査役の職務を適切に遂行するうえで必要

な者との十分な意見交換を行う機会を確保します。また、取締役および使用人は監査役の求めに応じて、業

務執行に関する事項の報告を行います。 

 

 （３）重要な会議の議事録その他の重要書類等（電磁的記録を含む）の閲覧について、監査役の求めに応じて対

応します。 

 

 （４）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社および損害保険ジャパン日本興亜株式会社の監査役の

求めに応じて、当社監査役との連携および当社取締役および使用人からの情報収集の機会を確保します。 

 

 （５）監査役が、その職務の執行について生ずる費用の請求をした場合は、監査役の求めに応じて適切に処理し 

ます。 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりです。 

 

１．内部統制全般 

・「内部統制基本方針」の運用状況について、取締役会において平成27年度下期より定期的に報告を受け

内部統制の状況を検証するとともに体制の充実に努めました。 

 

２．グル－プにおける業務の適正を確保するための体制 

・当社は、損保ジャパン日本興亜グル－プ経営理念等を社内に掲示することなどにより、周知しました。 

 

・損害保険ジャパン日本興亜株式会社との間で締結した「経営管理に関する覚書」に基づき、業務の適正を

確保するために各種方針・規程等を定め、業務実態や損保ジャパン日本興亜グル－プの各種基本方針等

の変更に応じて、改定を行いました。 

 

・グル－プ内における取引等の公正性および健全性を確保するため、「グル－プ内取引管理規程」を社内に

周知し、グル－プ内取引の状況を取締役会にて報告しました。 

 

３．コンプライアンス体制 

・当社は、取締役等の職務の執行が法令等に適合していることを確認するために、取締役の職務の執行状

況を四半期毎に取締役会に報告しました。 

 

・「コンプライアンス基本方針」等を掲載した「コンプライアンス・マニュアル」を全社員に配付することにより周

知徹底を図るとともに、全社統一研修、全役職員を対象としたコンプライアンステストを実施し、知識の向上

や定着を図りました。 

 

・コンプライアンスに関する統括部署であるリスク管理・コンプライアンス部は、年度毎にコンプライアンス重点

事項の対応計画を「コンプライアンス推進計画」として策定し、取締役会傘下のリスク管理・コンプライアンス

委員会にて協議、取締役会にて決議しました。また、本計画の進捗状況やコンプライアンスに関する諸課題

の状況について、リスク管理・コンプライアンス委員会ならびに取締役会にて報告しました。 

 

・内部通報制度（「コンプライアンス・ホットライン」）や内部監査等の制度を整備し、不祥事件等の早期発見に

努めるとともに、迅速かつ的確に是正・再発防止等の対応をしました。 

 

４．戦略的リスク経営に関する体制 

・当社は、リスクアセスメントを起点とし、あらゆる源泉から生じる重大なリスクを特定し、分析、評価、コントロー

ルするリスクコントロールのプロセスを構築し、運営しました。特に重大なリスクについては、リスクオーナー

（役員クラス）を定め、対応策の実施、進捗状況に対する責任を明確にし、その実効性の向上を図りました。 

 

・取締役会傘下のリスク管理・コンプライアンス委員会において、戦略的リスク経営の実践および高度化に関

する経営論議を行うとともに、その内容を定期的に取締役会に報告しました。 

 

５．取締役等の職務執行体制 

・当社は、取締役の職務執行が効率的かつ的確に行われるため、中期経営計画および年度計画において

経営方針等を策定、社内で共有しました。 

 

・経営上の重要課題について、経営会議において十分な協議を行うことで、取締役会での審議の効率性・実

効性の向上を図りました。 

 

・社内組織の目的および責任範囲や組織単位ごとの業務分掌、執行責任者、職務権限の範囲等を規定に

定め、社内に周知しました。 

 

６．財務の健全性および財務報告の適正性を確保するための体制 

・当社は、決算期ごとに決算方針を取締役会において決議するとともに、四半期毎に決算の状況を取締役会 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 

 



Ⅳ.保険会社の運営 

- 62 - 

 

 

において報告することにより、財務の健全性および財務報告の適正性を確保しました。 

 

７．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・当社は、各会議体規則にもとづき、取締役の職務執行に係る情報の保存・管理を行うとともに、年１回「文書

ファイリング基準」による棚卸を実施することにより、規程どおり保存・管理されていることを確認しました。 

 

８．内部監査体制 

・当社は、取締役会において定めた、内部監査の基本方針等の規程類および年度監査計画にもとづき、業

務監査部が、他部門から独立した立場で、経営諸活動全般の適切性・有効性・効率性を検証・評価し、問

題点の改善に向けた指摘・提言等を実施し、監査結果について経営報告するとともに、問題点の解決に至

るまでの継続的なフォローアップを行いました。 

 

９．監査役の監査体制 

・当社は、監査役監査の実効性を確保するため、監査役補助者を配置しました。 

 

・「監査役への報告に関する規程」を策定し、監査役は、役職員から職務の執行状況等に関して定期的に報

告を受けたほか、監査役が要請した事項について、随時速やかに報告を受領しました。 

 

・監査役が、経営会議および委員会等の重要会議に出席する機会を確保しました。 

 

・監査役が会計監査人および業務監査部と監査結果等に関する情報交換を行う機会を確保しました。 

 

・監査役と代表取締役との定期的な会合を設け、経営課題への認識等について意見交換を実施しました。 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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リスク管理の体制 

 

１．ＥＲＭ基本方針 
当社は、グループの経営方針およびＥＲＭ基本方針に則り、不測の損失を極小化するとともに、資本を有効活

用し、適切なリスクコントロールのもと収益を向上させ、当社の企業価値の最大化を図ることを目的とした「戦略的

リスク経営」を実践するため、ＥＲＭ基本方針を定めています。さらに基本方針に基づき、必要な組織体制、業務

遂行に関する重要な事項について、「リスク管理規程」等で定めています。 

 

２．リスク管理体制 
取締役会は、「ＥＲＭ基本方針」を制定するほか、ＳＯＭＰＯホールディングスが定める「グループリスク選好」に

沿って、事業計画とあわせて、リスクテイク計画を策定します。経営会議の諮問機関である「ＥＲＭ委員会」では、

リスク管理に関する重要な事項を審議します。リスク管理を担当する組織体制は、「保険引受リスク」、「資産運用

リスク等」、「事務リスク」、「システムリスク」に区分して、各々にリスク管理部門を定め、統合的リスク管理部門との

連携のもと、定性・定量両面からの評価に努めリスクの所在の把握およびリスク特性に応じた管理を行っていま

す。 

 

 
 

３．リスクコントロールシステム 
当社では、定性・定量の両面から統合的リスク管理を行い、リスクを適切にコントロールするよう努めています。 

＜1＞リスクアセスメント 

リスクコントロールシステムにおいて、リスクアセスメントは、あらゆる源泉から生じる重大なリスクの洗い出しを行

う、重要な役割を果たしています。 

当社のリスクアセスメントは、各部署が統一的な手法で実施しており、網羅的にリスクを把握できる態勢としてし

ます。リスクの評価においては、影響度と発生可能性に基づく統一的な尺度で重要性を分類し、特に重大なリス

クについては、リスクオーナー（役員クラス）を定め、対応策の実施、進捗状況の管理に対する責任を明確にして

います。 

 

＜2＞ストレステスト 
経営に重大な影響を及ぼし得る事象を的確に把握・管理するために、シナリオ・ストレステスト、リバース・ストレ

ステストおよび感応度分析を実施し、資本およびリスクへの影響度を分析して必要に応じ対応策を実施する態勢

を整備しています。 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 

 

取締役会 監査役会

統合的リスク管理体制 （2016年4月1日現在）

経営会議

ＥＲＭ委員会

【内部監査部門】

内部監査部

リスク管理部

資産運用リスク等 事務リスク保険引受リスク システムリスク資産運用リスク等
管理部門

事務リスク
管理部門

保険引受リスク
管理部門

システムリスク
管理部門
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感応度分析 主なリスク要因の変動が資本とリスクに与える影響を把握するとともに、実績

との比較を行い、内部モデルの妥当性を検証することを目的として実施して

います。 

 

 
＜3＞自己資本管理 

当社は、ＳＯＭＰＯホールディングスがグループ戦略上必要とする財務の健全性を維持するため、BBB格相

当の信頼水準に基づき、保有期間1年間で被る可能性がある損失額をVaR（Value at Risk）というリスク尺度で

計測し、リスクが実質自己資本を超過しないよう管理しています。 

また、当社は、リスクが資本を超過するおそれが生じた場合に、リスク削減または資本増強などの対応策を策

定・実施する態勢を整備しています。 

 

４．リスクカテゴリー別の管理 

＜1＞保険引受リスク 

保険引受リスクとは、経済情勢や保険事故の発生率などが保険料設定時の予測に反して変動することにより、

損失を被るリスクをいいます。 

当社では、収支管理を継続的に実施し、必要に応じて商品内容の改定や引受条件の見直しを行うなど、適時

適切な措置を講じてリスクの回避に努めています。また、大規模な自然災害（地震・風水災）については、出再先

の健全性もふまえた再保険による対応により、適切にリスクをコントロールしています。 

 

＜2＞資産運用等リスク等 

資産運用リスク等とは、次の2つのリスクをいいます。 

（1）資産運用リスク 

資産運用リスクとは、保有する資産・負債（オフ・バランスを含みます。）の価値が変動し、損失を被るリスクを

いいます。 

当社では、資産の健全性と安定的な収益確保を重視する観点から、不動産投資は行わず、円建債券を中

心とした資産運用を行っています。 

（2）流動性リスク 

流動性リスクとは、巨大災害での資金流出により資金繰りが悪化し、資金の確保に通常よりも著しく低い価格

での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクや、市場の混乱などにより市場において取引ができなか

ったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。 

当社は、日々の資金繰り管理のほかに、巨大災害発生など、流動性リスク・シナリオ発現に伴う保険金支払

いなどの資金流出額を予想し、それに対応できる流動性資産が十分に確保されるように管理しています。 

 

＜3＞事務リスク 

事務リスクとは、役職員等が正確な事務を行わなかったり、事故・不正などを起こすことにより、お客さまに対す

る業務品質が低下したり、会社が損失を被るリスクをいいます。 

当社では、規程・マニュアルを整備するとともに、不具合の発生や環境の変化に応じて適宜見直しを行い、コ

ンプライアンス推進と一体となって事務リスクの低減に向けた体制強化に取り組んでいます。 

 

＜4＞システムリスク 

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンもしくは誤作動など、システムの不備などに伴い保険会社が

損失を被るリスク、またはコンピュータが不正に使用されることにより保険会社が損失を被るリスクをいいます。 

当社では、情報資産保護の基本方針（セキュリティポリシー）を定め、リスク発現防止に努めています。また、お

客さまの大切な情報を取り扱うことから、個人情報の漏えい防止も重要なリスク管理項目として位置付け、お客さ

まのデータの取り扱いやネットワーク上でのセキュリティに関して万全の安全対策を講じています。 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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社内外の監査・検査体制 

 

１．社内の監査体制 
当社では、会社法に基づき監査役が取締役の職務執行に係る監査を行っているほか、内部監査部門として

内部監査部を設置しています。内部監査部は、経営目標の達成に資することを目的に、他部門から独立した立

場で、当社の経営諸活動全般の適切性・有効性・効率性を検証・評価し、問題点の改善に向けた、指摘・提言等

を行い、定期的に経営陣へ報告するとともに、解決に至るまでの継続的なフォローアップを行っています。 

 

２．社外の監査・検査体制 
当社は、会社法に基づく会計監査とその他任意監査等を、新日本有限責任監査法人より受けております。ま

た、保険業法に基づく金融庁検査局の検査等を受けることになっております。 

 

 

【再保険】 

１． 再保険とは 

保険会社は、保険金支払責任を果たし、事業の安定を図るために、保険金支払責任の一部を他の保険

会社に転嫁して、リスクの平準化と分散化を図っています。このような保険会社間の保険取引を「再保険」と

いい、他の保険会社に保険金支払責任を転嫁することを「出再」、逆に他の保険会社から引き受けることを

「受再」といいます。また、出再・受再を考慮した最終的な自社の保険責任を「保有」といいます。 

 

２．出再の方針 

当社では、正味事業収支の長期安定化を図ることを主要出再方針としています。保有額については、経

営の健全性を損なわない適正な限度額を設定し、最適な出再スキーム（出再額、出再方式、自然災害リスク

への対応等）の構築に努めています。また、出再先の選定にあたっては、主要格付機関による格付を参考

に社内格付を定め、信用度の高い再保険会社に出再しています。 

   なお、地震災害リスクや台風災害リスクは、ひとたび発生すると巨額の保険金支払責任を負う可能性があ

るため、巨大災害発生時の予想最大損害額を定量的に把握し、リスクと資本の状況などを考慮して、主とし

て超過損害額再保険を手配しています。 

 

３．受再の方針 

受再については抑制的な引受方針としており、慎重に対処しています。 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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法令遵守の体制 

 

１．コンプライアンス基本方針 
当社は、保険事業の高い公共的使命および社会的責任を常に認識し、法令等のルールや社会規範および

企業倫理に則った適正な企業活動を通じて、お客さまに最高品質の安心とサービスを提供し、社会から信頼さ

れる企業を目指すため、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス基本方針」に基づき、この基本方

針を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．コンプライアンス推進体制 
当社は、取締役会直属の下部機関として、業務品

質・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス

にかかる状況および取り組みについて報告を受け、あ

るいは協議、決議することにより、迅速かつ的確な業務

運営の実現を図っています。 

また右図のとおり、コンプライアンス・不祥事件等へ

の対応を一元的に管理するコンプライアンス統括部署

を「業務品質部」として、法令等遵守に関する周知徹

底や問題の把握およびその対応に努めるとともに、社

内各部門においてはコンプライアンスに関する身近な

相談役として「コンプライアンスアドバイザー（以下ＣＡ

という）」を配置しています。 

 

３．コンプライアンス推進方法 
法令等遵守の企業風土醸成に向け、年度毎に具体的な活動計画を｢コンプライアンス推進計画｣として策

定しています。 

また、コンプライアンス推進月間を設定し、全社一斉にコンプライアンス課題への集中取り組みを実施するこ

とにより、社員意識の向上と問題点の解消などさまざまなコンプライアンス課題の解決に向けた具体的な取り組

みを実施しています。また、計画的な研修やすべての役員および社員を対象としたコンプライアンステストなど

の実施により、コンプライアンスに関する知識の向上を図るとともに、コンプライアンスの推進状況を確認し、より

効果的な施策となるよう改善を図っています。 

  

４．コンプライアンスアドバイザー（ＣＡ）の任命 
コンプライアンスを全社的に推進する目的でＣＡを部門ごとに任命しています。各ＣＡが各社員の身近なところ

でコンプライアンスに関する相談の受付けやアドバイスを行うことにより、風通しの良い組織風土を醸成するととも

に、社内におけるコンプライアンスの一層の推進・定着を図っています。 

 

５．コンプライアンス・ホットライン（内部通報制度）の設置 
万一、職場でコンプライアンス問題が発生した場合、本来は職場の共通認識のもとで解決すべきものですが、

職場内では十分に問題解決が図れないことも想定されます。そのため、社内で早期に発見し解決する仕組みの

一つとして、「コンプライアンス・ホットライン（内部通報制度）」を社内および社外に設けています。専用電話と専

用のメールアドレスを用意し、コンプライアンスに関わる通報を受け付けています。 

 

＜１＞当社は、次に掲げる方針に基づき、コンプライアンス態勢を構築し、整備する。 

（１）当社の経営陣・マネジメント層は、事業遂行にあたり、常にコンプライアンスが大前提であることを表明

し続けるとともに、具体的な行動で率先垂範する。  

（２）当社の役職員等は、法令等を厳格に遵守し、社会規範および企業倫理に準拠した適正な企業活動を

遂行する。また、活動にあたっては、常に「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動規

範」を基準として、自ら考え、判断し、行動する。 

（３）当社は、お客さまに一層の安心・サービスを提供するために、適正な業務を継続して遂行できる態勢を

構築する。 

（４）当社は、業務の中で発生するさまざまなコンプライアンス上の課題を、組織として早期に発見・共有し、

解決する。 

 

コンプライアンス推進体制 

取締役会 

業務品質・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会 

業務品質部 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（CA） 

本社部門

営業部門

損害サービス部門 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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第三分野保険に係る責任準備金の確認 

 

 

当社では、平成10年大蔵省告示第231号に基づくストレス・テストおよび平成12年金融監督庁大蔵省告示第22

号に基づく負債十分性テストの対象となる第三分野保険は有していません。  

 

 

個人情報保護宣言 

 

 

【Ⅰ基本的な考え方】 
 

当社は、損保ジャパン日本興亜グループの一員として、「損保ジャパン日本興亜グループ プライバシー・ポ

リシー」のもと、個人情報を適正に取り扱うことが社会的責務であり重要であると認識し、「個人情報の保護に関す

る法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」その他の関係法令、「金

融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」その

他のガイドラインおよび一般社団法人日本損害保険協会の「損害保険会社に係る個人情報保護指針」等を遵守

して、お客さまの個人情報の保護に努めてまいります。 

 

 １．当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段によりお客さまの個人情報を取得します。また、

法令に定める場合を除き、お客さまの個人情報の利用目的を通知または公表し、利用目的の範囲内で取り扱

います。 
 
 ２．当社は、法令に定める場合を除き、お客さまご本人の同意なくお客さまの個人データ（個人番号および特定

個人情報を除きます。）を第三者に提供することはありません。なお、個人番号および特定個人情報について

は、法令に定める場合を除き、第三者に提供することはありません。 
 
 ３．当社は、損保ジャパン日本興亜グループの経営管理およびお客さまへの商品・サービスの案内・提供等の

ため、グループ内でお客さまの個人データ（個人番号および特定個人情報を除きます。）を共同利用することが

あります。 
 
 ４．当社は、お客さまの個人データについて、漏えい、滅失またはき損の防止等に努め、適切な安全管理措置を

実施します。また、お客さまの個人データの取扱いを委託する場合は、委託先に対する必要かつ適切な監督

を行います。 
 
 ５．当社は、お客さまの個人データの取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底します。また、  

個人情報保護のための管理態勢を継続的に見直し、改善に努めてまいります。 
 
 ６．当社は、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切かつ迅速に対応します。また、お客さまからの個

人情報の保護に関する法律にもとづく保有個人データの開示、訂正等のお客さまからの請求に適切に対応し

ます。 

 

  ＊個人情報の利用目的などの詳細については、「個人情報の取扱い」をご覧ください。 

  ＊個人番号および特定個人情報の取扱いについては「特定個人情報の取扱い」をご覧ください。 

  ＊開示等の手続きについては、「開示等請求の手続き」をご覧ください。 

 

【Ⅱ個人情報の取扱い】 
当社における個人情報の取扱いは、以下のとおりです。 

＊ 本取扱いにおける「個人情報」および「個人データ」とは、個人番号および特定個人情報を除くものをいいます。

個人番号および特定個人情報の取扱いについては、「特定個人情報の取扱い」が適用されます。 

 

１．個人情報の適正な取得 
 当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段によりお客さまの個人情報を取得します。当社で

は、例えば、以下のような方法で個人情報を取得することがあります。 

 （取得方法の例） 

 ・保険契約の申込書、保険金請求書などお客さまにご記入・ご提出いただく書類やお客さまにWeb等の画面  

  へご入力いただくことなどにより取得する場合 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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 ・各拠点（サービスセンター等）やコールセンターにいただくお問い合わせへ対応するためにお電話の内容を

記録または録音する場合 など 

  

２．個人情報の利用目的 
 当社は、取得した個人情報を以下＜1＞から＜5＞および５．に掲げる目的に必要な範囲で利用し、法令で

定める場合を除き、目的外には利用しません。 

  また、当社は、お客さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、取得の場面に応じて利

用目的を限定するよう努めます。 

  利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等に公表します。 

 

 ＜1＞損害保険業 

 ・損害保険契約の引受けの審査、引受け、履行、管理 

 ・保険金請求に関する保険事故の調査（関係先への照会等を含みます） 

  ・保険金等の支払いの判断・手続 

  ・各種付帯サービスの案内または提供 

  ・再保険契約の締結や再保険金、共同保険金等の受領、およびそれらのために引受保険会社等に個人情報  

   の提供を行うこと（引受保険会社等から他の引受保険会社等への提供を含む）  

  

＜2＞損害保険代理業 

・損害保険契約の代理およびそれに付帯するサービスの提供  

  

＜3＞各事業共通 

 ・当社が取り扱う商品(損害保険等)および各種サービスの案内または提供、代理、媒介、取次、管理 

 ・当社のグループ会社、提携先企業等が取り扱う商品・サービス等の案内、提供、管理 

 ・各種イベント・キャンペーン・セミナーの案内、各種情報の提供 

 ・アンケートの実施や市場調査、データ分析の実施等ならびにそれらによる商品・サービスの開発・研究 

 ・ご本人かどうかの確認 

 ・お問い合わせ、ご意見等への対応 

 ・当社が有する債権の回収 

 ・当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む業務委託先等への提供 

 ・当社職員の採用、販売基盤（代理店等）の新設、維持管理  

・他の事業者から個人情報（データ）の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託さ

れた当該業務の適切な遂行 

  

＜4＞電話応対―通話録音 

 ・お問い合わせ、ご相談内容、ご契約内容等の事実確認 

 ・ご案内、資料発送等のサービス提供を正確に行うためのご連絡先の確認 

 ・電話応対を含む業務品質向上にむけた研修やデータ分析の実施等への活用  

  

＜5＞その他 

 ・その他、上記＜1＞から＜4＞に付随する業務ならびにお客さまとの取引および弊社の業務運営を適切か

つ円滑に履行するために行う業務 
 

３．第三者への提供 
 当社は、法令に定める場合を除き、お客さまご本人の同意なくお客さまの情報を第三者に提供することはあり

ません。 

  

４．個人データの取扱いの委託 
当社は利用目的の達成に必要な範囲内において、お客さまの個人データの取扱いを委託する場合がありま

す。お客さまの個人データの取扱いを委託する場合は、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報

管理体制を確認するなど、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 

当社では、例えば、以下のような場合に個人データの取扱いを委託しています。 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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 （委託する業務の例） 

・保険証券等の発送に関わる業務 

・ダイレクトメールの発送に関わる業務 

・情報システムの運用・保守に関わる業務 など 

 

５．個人データの共同利用 
 ＜1＞一般社団法人日本損害保険協会および損害保険会社等 

  損害保険契約の締結または損害保険金の請求に際して行われ得る不正行為を排除するために、損害保 

 険会社等との間で個人データを共同利用する制度を実施しています。 

  詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 

  ■一般社団法人 日本損害保険協会 http://www.sonpo.or.jp/ 

 

 ＜2＞損害保険料率算出機構 

  自賠責保険に関する適正な支払等のために損害保険料率算出機構との間で、個人データを共同利用しま 

 す。 

  詳細につきましては損害保険料率算出機構のホームページをご覧ください。 

  ■損害保険料率算出機構   http://www.giroj.or.jp/ 

 

 ＜3＞原付・軽二輪に係る無保険車防止のための国土交通省へのデータ提供 

当社は、原動機付自転車および軽二輪自動車の自賠責保険の無保険車発生防止を目的として、国土交通

省が自賠責保険契約期間が満了していると思われる上記車種のご契約者に対し契約の締結確認のはがきを

出状するため、上記車種の自賠責保険契約に関する個人データを国土交通省へ提供し、同省を管理責任者

として同省との間で共同利用します。 

 共同利用する個人情報の項目は以下のとおりです。 

 ・契約者の氏名、住所 

 ・証明書番号、保険期間 

 ・自動車の種別 

 ・車台番号、標識番号または車両番号 

 詳細につきましては国土交通省のホームページをご覧ください。 

 ■国土交通省  http://www.jibai.jp/ 

 

 ＜4＞代理店等情報の確認業務 

当社は、損害保険代理店の適切な監督や当社の職員採用等のために、損害保険会社等との間で、損害

保険代理店等の従業者に係る個人データを共同利用しています。 

また、損害保険代理店への委託等のために、一般社団法人日本損害保険協会が実施する損害保険代 

理店試験の合格者等の情報に係る個人データを共同利用しています。 

詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 

■一般社団法人 日本損害保険協会 http://www.sonpo.or.jp/ 

 

＜5＞グループ会社との間の共同利用 

 （1）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社（以下「ＳＯＭＰＯホールディングス」といいます。）によ

るグループ会社の経営管理のために、ＳＯＭＰＯホールディングスと損保ジャパン日本興亜グループ各社と

の間で、以下のとおり、個人データを共同して利用することがあります。  

A.個人データの項目  

<A>損保ジャパン日本興亜グループ各社の株主の皆さまの個人データ  

氏名、住所、株式数等に関する情報 

<B>損保ジャパン日本興亜グループ各社が保有する個人データ  

氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約

内容および保険事故に関する内容など、お取引に関する情報 

B.共同利用するグループ会社の範囲  

ＳＯＭＰＯホールディングスのホームページに掲載の「グループ会社一覧」をご参照ください。 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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C.個人データ管理責任者 

 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 

  

（2）損保ジャパン日本興亜グループとしての経営管理業務の遂行ならびに当社または損保ジャパン日本興 

   亜グループ各社が取り扱う商品・サービス等のお客さまへのご案内・ご提供およびその判断のために、当   

   社と損保ジャパン日本興亜グループ各社間で、以下のとおり、個人データを共同して利用することがあり 

   ます。 

 A.個人データの項目 

損保ジャパン日本興亜グループ各社が保有する個人データ 

氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内

容および保険事故に関する内容など、お取引に関する情報 

 B.共同利用するグループ会社の範囲 

 ＳＯＭＰＯホールディングスのホームページに掲載の「グループ会社一覧」をご参照ください。 

 C.個人データ管理責任者 

     損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 

 

（3）当社は、損害保険代理店等およびその従業者の監督、管理、指導、教育のために、ＳＯＭＰＯホールデ

ィングスおよび損保ジャパン日本興亜グループ各社との間で、以下のとおり、損害保険代理店等の従業

者に係る個人データを共同して利用することがあります。 

 A.個人データの項目  

氏名、住所、生年月日、損害保険代理店等またはその従業者の登録申請および届出に係る事項、そ

の他損害保険代理店等またはその従業者の管理のための情報 

B.共同利用するグループ会社の範囲  

共同して利用するグループ会社の範囲はＳＯＭＰＯホールディングスのホームページをご覧ください。 

C.個人データ管理責任者  

セゾン自動車火災保険株式会社 

 

＜6＞提携先企業との間の共同利用 

 当社または当社の提携先企業の取り扱う商品等をお客さまへご案内・ご提供するために、当社と提携先企業

との間で、以下のとおり、個人データを共同して利用することがあります。 

 A.個人データの項目 

 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内 

 容および保険事故に関する内容など、お取引に関する情報 

 B.共同利用する提携先企業の範囲 

 株式会社クレディセゾングループ企業 

 C.個人データ管理責任者 

 セゾン自動車火災保険株式会社 

 

 ６．センシティブ情報の取扱い 
 当社は、保険業法施行規則第53条の10等にもとづき、お客さまの健康状態・病歴等のセンシティブ情報を、

次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。 

 ・保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意にもとづき業務遂行上必要な範囲でセンシ  

  ティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合 

 ・相続手続きを伴う保険金支払い事務等の遂行に必要なかぎりにおいて、センシティブ情報を取得、利用ま 

たは第三者提供する場合 

 ・保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは 

  加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合 

 ・法令にもとづく場合 

 ・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合 

 ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 

 ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協 

  力する必要がある場合 

  

− 70 − - 4 - 

 

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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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７．個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正・利用停止等 
個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正・利用停止等に関するご請求に

ついては、「開示等請求の手続き」に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。 

 

８．安全管理の取組み 
 当社は、個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他、個人データの安全管理のため、取扱規程お 

よび安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必

要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じます。 

 

９．お問い合わせ窓口 
ご加入いただいた保険契約の内容や事故に関するご質問、ご照会等は、取扱窓口にお問い合わせくださ

い。 

その他の当社の個人情報の取扱いに関するご質問、ご照会、苦情等は、下記連絡先にお問い合わせくださ

い。 

（連絡先）セゾン自動車火災保険株式会社 お客さま相談室 

〒170-6068 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 

電話番号：0120-281-389 

受付時間：午前9時～午後5時30分【年末年始を除く】 

 

１０．認定個人情報保護団体 
当社は認定個人情報保護団体である一般社団法人日本損害保険協会の対象事業者です。同協会では、

対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。 

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 

（損害保険相談・紛争解決サポートセンター） 

所在地 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2丁目105番地 ワテラスアネックス7階 

電話番号：03-3255-1470  

（受付時間：午前9時～午後5時 土日祝日および年末年始を除く） 

 

【Ⅲ特定個人情報の取扱い】 
 
当社における個人番号および特定個人情報の取扱いは、以下のとおりです。 

 

１．個人番号および特定個人情報の適正な取得  
当社は、適法かつ公正な手段によりお客さまの個人番号および特定個人情報を取得します。 

また、法令で定められた場合を除き、個人番号および特定個人情報の提供を求めることはありません。 

（取得の方法の例） 

・書面に記載いただく方法または個人番号もしくは特定個人情報が記載された書面をご提出いただく方法 

など 

 

２．個人番号および特定個人情報の取扱い、利用・第三者提供の範囲 
当社では、取得した個人番号および特定個人情報を法令で限定された利用範囲内でのみ取り扱います。当

社における利用、第三者提供の範囲は以下のとおりであり、その範囲外で、利用または第三者提供を行うことは

ありません。 

＜1＞法令に定められた以下の個人番号関係事務を行う場合 

① 保険取引等に関する支払調書等の作成事務 

② 報酬・料金、契約金および賞金の支払調書の作成事務 

③ 不動産等取引に関する支払調書の作成事務 

④ その他法令に定められた個人番号関係事務 

 

＜2＞法令に基づき、以下の場合に利用を行うことがあります。 

① 激甚災害時等に保険金等の支払を行う場合 

② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の 

同意を得ることが困難である場合 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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３．安全管理措置に関する事項 
当社は、個人番号および特定個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他、特定個人情報の安全管

理のため、取扱規程および安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じます。 

 

４．個人番号および特定個人情報取扱いの委託 
当社は、個人番号関係事務の一部を他の事業者に委託することがあります。個人番号および特定個人情報

の取扱いを委託する場合は、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど、

委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 

*個人情報保護法に基づく保有個人データ、個人番号および特定個人情報に関する事項の通知、開示・訂

正等・利用停止等に関するご請求については、「開示等請求の手続き」をご覧ください。 

 

５．お問い合わせ窓口 
当社の個人番号および特定個人情報の取扱いに関するご質問、ご照会、苦情等は、下記連絡先にお問い

合わせください。 

(連絡先）セゾン自動車火災保険株式会社 お客さま相談室 

〒170-6068 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 

電話番号 0120-281-389 

受付時間:午前9時～午後5時30分【年末年始を除く】 

 

 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人日本損害保険協会の対象事業者です。 

同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。 

 

＜お問い合わせ先＞  

 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター （損害保険相談・紛争解決サポートセンター）  

  〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス7階   

   電話 03-3255-1470  

   （受付時間：午前9時～午後5時 土日祝祭日および年末年始を除く。）  

   ホームページアドレス http://www.sonpo.or.jp/  

 

【開示等請求の手続き】 
当社はお客さまからの個人情報保護法に基づく保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等または利

用停止等のご請求（以下「開示等請求」といいます）に適切に対応いたします。 

 

１．ご請求の方法 
開示、訂正等のご請求につきましては、当社所定の書面にご記入いただき、ご請求者がご本人であることを

確認できる書類のご提示、所定の手数料の入金を確認させていただいた上で書面にて回答いたします。 

＜1＞請求受付場所  

手続方法等をご案内いたしますので、当社お客さま相談室（前記５.の連絡先）までお問い合わせください。 

＜2＞ご提出等いただくもの 

 （1） 所定のお申出書（ご請求者の押印） 

（2） 本人確認資料 

＜3＞本人確認資料のご提示について  

運転免許証等の公的身分証明書 

 

２．手数料 
1回のご請求につき700円（税込）をご負担いただきますので、当社指定の口座にお振込ください。 

なお、お客さまから当社に開示等請求書をお送りいただく際の郵送費用、および手数料をお振込みいただく

際の振込手数料に関しましてもお客さまのご負担とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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勧誘方針 
 

 

  当社では、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法など各種法令等を遵守し、お客さまの

ニーズに合った、｢適切な保険商品｣を販売するため、つぎのとおり「勧誘方針」を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

反社会的勢力への対応に関する基本方針 
 

  当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当要求等に対して毅然とした態度を

堅持することによりこれを拒絶するとともに、反社会的勢力との関係を遮断することに努め、公共の信頼を維持し健

全な企業経営を実現するため、「損保ジャパン日本興亜グループ 反社会的勢力への対応に関する基本方針」

に基づき、この基本方針を定めています。 

 

１．業務執行方針 
 当社は、反社会的勢力に対して、次に掲げる取組基本方針に基づき対応する。 

＜1＞組織としての対応 

 反社会的勢力への対応については、担当者や担当部署だけに任せずに、経営陣以下組織として対応する

とともに、役職員等の安全を確保する。 

＜2＞反社会的勢力との関係遮断 

 反社会的勢力の不当要求に対し毅然と対応し、これを拒絶する。また、反社会的勢力との関係を遮断する取

組を行う。 

＜3＞裏取引や資金提供の禁止 

 反社会的勢力に対して不祥事件等を隠蔽するような裏取引は絶対に行わない。また、いかなる理由があって

も、反社会的勢力に対する資金提供は行わない。 

＜4＞外部専門機関との連携 

 反社会的勢力を排除するために、平素から、警察、弁護士、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関

と綿密に連携する。 

＜5＞有事における民事と刑事の法的対応 

 反社会的勢力による不当要求がなされた場合等には、積極的に外部専門機関に相談し、あらゆる民事上の

法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊躇しない。 

 

２．業務内容と執行体制 
 当社は、反社会的勢力による不当要求等に適切に対応するため、各種取引を行う際の役職員等の行動基

準を定めた各種規程類や反社会的勢力に関する情報を管理するデータベースを整備するとともに、これらを

継続的に見直すことにより反社会的勢力への対応態勢を構築する。 

＜1＞反社会的勢力への対応管理部署・責任者の設置 

 当社は、反社会的勢力への対応を一元的に管理する統括部署を業務品質部とし、その管理責任者を業務

品質部担当役員とする。 

 

勧 誘 方 針         
 

『金融商品の販売等に関する法律』にもとづき、勧誘方針を下記のとおり定めております。 

１. 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法および他の各種法令等を遵守し、適正

な保険販売を心掛けます。 

２. お客さまの保険に関する知識、保険の加入目的などを総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に適

合した説明を、分かり易く行うことを心掛け、お客さまが適切な保険商品を選択するお手伝いをして

参ります。また、保険販売に際しましては、お客さまのご都合に合わせた時間、場所などに配慮する

とともに、様々なご意見、ご指摘等の収集に努め、それを保険販売に反映していくよう、常に努めて

参ります。 

３. 万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の支払について迅速かつ適正に対応する

よう、常に努力して参ります。 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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＜2＞反社会的勢力への対応に関する各種規程類の整備 

 各種取引の担当部署は、取引基準等を整備する。 

＜3＞反社会的勢力の対応に関するデータベースの整備 

 業務品質部および関連部門は、反社会的勢力に係る基本情報および取引情報を収集・管理するためのデ

ータベースを整備するとともに、様々なソースから得られる反社会的勢力に関する情報を蓄積することにより、

反社会的勢力の迅速な特定および属性をふまえた適切な対応を支援する。 

＜4＞有事対応態勢の構築 

 業務品質部および関連部門は不当要求等を受けた場合の対応方法や大規模・特殊事案等への組織的な

対応態勢について整備する。 

＜5＞反社会的勢力への対応態勢の検証 

 業務品質部および関連部門は、反社会的勢力対応態勢の実効性・適切性に関する検証を行い、必要に応

じて関連部門に対し対応の見直しを指示する。 

＜6＞取締役会等への付議 

 業務品質部は、経営に重大な影響を及ぼす不当要求等が発生した場合は、その対応方針を立案し取締役

会等に諮る。 

＜7＞改善 

 業務品質部は、＜5＞の検証結果を分析して関連部門などと連携して必要な施策を実行することにより、反

社会的勢力への対応態勢の改善を図る。 

 

３．取締役会等の権限 
取締役会等は、反社会的勢力対応に係る次に掲げる事項を決定し、または報告を受けることにより内部統制

の実効性を確保する。 

＜1＞ 取締役会 

 （1）この基本方針および当社の経営に重大な影響を及ぼす不当要求その他の反社会的勢力への対応に 

   関する事項への対応方針などを決議する。 

 （2）当社の経営に重大な影響を及ぼす不当要求その他の反社会的勢力への対応に関する事項の発生お 

   よび対応状況などについて、報告を受ける。 

＜2＞業務品質・コンプライアンス委員会 

 （1）取締役会直属の下部機関として、反社会的勢力への対応に関する規程に定める事項および重大な反  

   社会的勢力への対応に関する事項への対応状況などについて報告を受け、協議・決議を行う。 

 （2）社内の態勢整備状況および重大な反社会的勢力への対応に関する事項の発生および対応状況など  

   について報告を受ける。 

＜3＞担当役員 

 反社会的勢力への対応に関連する規程の制定・改廃などを決裁する。（取締役会付議事項は除く。） 
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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                          

Ⅳ.保険会社の運営 
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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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利益相反管理基本方針（概要） 
 

 

 当社は、「損保ジャパン日本興亜グループ 利益相反取引管理基本方針」に基づき、当社が行う利益相反の

おそれのある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、法令等に従い適切に管理する態

勢を構築するため、この基本方針を定めています。 

 

１．対象取引および特定方法 

＜1＞対象取引 
 「利益相反のおそれのある取引」とは、当社またはグループ金融機関が行う取引のうち、「お客さまの利益を

不当に害するおそれがある取引」をいいます。 

 なお、「お客さま」とは、当社またはグループ金融機関とすでに取引関係にある、または取引関係に入る可能

性のあるお客さまをいいます。 

＜2＞対象取引の類型および特定方法 
 対象取引には（１）に掲げるような類型があります。 

（1）対象取引の類型 

①お客さまの利益と当社またはグループ金融機関の利益が相反する取引 

②お客さまの利益と当社またはグループ金融機関の他のお客さまの利益が相反する取引 

③当社またはグループ金融機関がお客さまとの関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社または 

グループ金融機関が利益を得る取引 

④当社またはグループ金融機関がお客さまとの関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社または 

グループ金融機関の他のお客さまが利益を得る取引 

（2）特定方法 

対象取引が利益相反取引に該当するか否かの特定について、次に掲げる事情などを総合的に考慮のうえ

個別に判断します。 

①お客さまが自己の利益が優先されるとの合理的な期待を抱く状況がある場合 

②お客さまの利益を不当に犠牲にすることにより、当社またはグループ金融機関が経済的利益を得るか 

または経済的損失を避ける可能性がある場合 

③お客さまの利益よりも他のお客さまの利益を優先する経済的その他の誘因がある場合  

 

２. 対象取引の管理方法 
 取引実行部署は、対象取引に該当する取引を認識した場合、当該取引に関して次に掲げる方法による措置

を講じて、お客さまの保護を適切に行うよう管理します。 

①対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門間で当該取引に係る情報について遮断を行う 

方法 

②対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する、もしくは提供する役務を限定する 

方法 

③対象取引または当該お客さまとの取引を回避する方法 

④対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切 

に開示し同意を取得する方法 

 

３. 利益相反管理体制 
 当社は、利益相反管理部署・責任者を設置し、対象取引の判断基準・措置基準の設定その他の利益相反

管理規程などを整備し、これを役職員等に周知・徹底を行います。 
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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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内部統制基本方針と運用状況の概要 
 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令および損保ジャパ

ン日本興亜グループ経営理念等をふまえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

 なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  

当社は、当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以

下の体制を構築します。 

 

（１）損保ジャパン日本興亜グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ人事ビジョ

ン、グループＣＳＲビジョンおよび当社が定める経営基本方針を周知します。 

 

（２）親会社との間で締結する覚書等を遵守するとともに、損保ジャパン日本興亜グループの各種基本方針に従い、

統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、適切に事業を運営します。また、当社の取締

役等の職務の執行に係る事項を損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に報告する体制を整備し

ます。 

 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役、社外監査役への的

確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を

確保します。 

 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審査し、グループ内に

おける取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次

のとおり整備します。 

 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役および使用人の職務の執行が法令等に

適合していることを確認します。 

 

（２）「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢を整備します。また、取締役および使用人の行動

基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本興亜グループ コンプライアンス行動

規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。 

 

（３）取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の整備に係る協議

および進捗状況の報告・管理などを実施します。また、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプ

ライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗状況の管理などを行います。  

 

（４）不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応

を的確に行います。 

 

（５）「お客様の声対応基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応態勢を構築します。 

 

（６）「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行います。 

 

（７）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適

切な管理態勢を確保します。 

 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益相反取引の管理を

適切に行います。 
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【別 表】損保ジャパン日本興亜グループ金融機関 
①損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

②損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 

③日立キャピタル損害保険株式会社 

④損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社 

⑤損保ジャパン日本興亜クレジット株式会社 

⑥安田企業投資株式会社 

⑦そんぽ２４損害保険株式会社 

⑧損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 

⑨海外で保険事業を営む損保ジャパン日本興亜グループ内会社 

※2016年6月17日現在 
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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                          


	Ⅳ．保険会社の運営
	内部統制基本方針と運用状況の概要
	リスク管理の体制
	社内外の監査・検査体制
	法令遵守の体制
	第三分野保険に係る責任準備金の確認
	個人情報保護宣言
	勧誘方針
	反社会的勢力への対応に関する基本方針
	利益相反管理基本方針（概要）




