
※親会社株主に帰属する当期純利益

収益・利益は2021年度、従業員数は2022年3月末時点

上記以外の主なグループ会社

保険および保険関連事業
● T&Dコンファーム株式会社
● 東陽保険代行株式会社
● 株式会社大同マネジメントサービス
● 株式会社太陽生命少子高齢社会研究所
● Capital Taiyo Life Insurance Limited
● FGH Parent, L.P.

資産運用関連事業
● T&Dリース株式会社
● 太陽信用保証株式会社
● エー・アイ・キャピタル株式会社
● T&D United Capital North 
    America Inc.

総務・事務代行等関連事業
● T&Dカスタマーサービス株式会社
● T&D情報システム株式会社
● 日本システム収納株式会社
● 株式会社全国ビジネスセンター
● Thuriya Ace Technology 
    Company Limited

グループストラクチャー 2022年7月1日現在

経常収益

26,143
億円

経常利益

570
億円

純利益※

141
億円

従業員数

19,645
名

子会社、関連会社28社で構成する
T&D保険グループの要となる持株会社です

家庭マーケット 中小企業マーケット

ペット保険マーケット

乗合代理店マーケットクローズドブック事業
アセットマネジメント事業

資産運用マーケット

（金融機関・来店型ショップ）

1. 組織のプロフィール

T&D保険グループは、持株会社であるT&Dホールディングスのもと、市場特化戦略を追求する国内生命保険事業をコアに、生保事業
と親和性のあるクローズドブック事業、アセットマネジメント事業、ペット保険事業等から構成される、特徴あるグループです。それぞれの
ビジネスモデルにおける強み・独自性を最大限発揮し、みなさまの暮らしとビジネスをサポートしています。

 T&D保険グループの事業概要1-1

組織のプロフィールⅡ

29

102-2
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組織のプロフィール

 T&D保険グループ各社および財団法人1-2 102-45102-6102-4102-2

組織の構成
T&D保険グループは、T&Dホールディングス、子会社18社および関連会社10社により構成されており、生命保険業を中心に、以下の
業務を行っています。
（◎：	連結子会社　◇：	持分法適用の関連会社）

株式会社T&Dホールディングス https://www.td-holdings.co.jp/

保険
および
保険関連
事業

保険事業

◎太陽生命保険株式会社 https://www.taiyo-seimei.co.jp/

◎大同生命保険株式会社 https://www.daido-life.co.jp/

◎T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 https://www.tdf-life.co.jp/

◎ペット&ファミリー損害保険株式会社 https://www.petfamilyins.co.jp/

◇Capital	Taiyo	Life	Insurance	Limited									

◇FGH	Parent,	L.P. https://fortitude-re.com/

保険関連事業

◎T&Dコンファーム株式会社

◎東陽保険代行株式会社 https://www.sonpo.co.jp/toyohkdaiko/

◎株式会社大同マネジメントサービス https://www.dms-hp.co.jp/

◎株式会社太陽生命少子高齢社会研究所 https://www.taiyo-institute.co.jp/

資産運用
関連事業

投資運用・
投資助言
事業等

◎T&Dアセットマネジメント株式会社 https://www.tdasset.co.jp/

その他の
資産運用
関連事業

◎T&Dユナイテッドキャピタル株式会社 https://www.tduc.co.jp/

◎T&D	United	Capital	North	America	Inc.

◎T&Dリース株式会社 http://www.td-lease.co.jp/

◎太陽信用保証株式会社 https://www.taiyo-sinyo-hosyo.co.jp/

◇エー・アイ・キャピタル株式会社 http://www.aicapital.co.jp/

総務・事務
代行等
関連事業

総務関連事業 ◎T&Dカスタマーサービス株式会社

事務代行・
計算関連
事業等

◎T&D情報システム株式会社 https://www.td-system.co.jp/

◎日本システム収納株式会社 https://www.nss-jp.com/

◎株式会社全国ビジネスセンター https://www.zbc-jp.com/

◇Thuriya	Ace	Technology	Company	Limited

財団法人

公益財団法人太陽生命厚生財団 http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/

公益財団法人大同生命厚生事業団 https://www.daido-life-welfare.or.jp/

公益財団法人大同生命国際文化基金 https://www.daido-life-fd.or.jp/

*	2022年7月1日現在　T&D保険グループ各社および財団法人の主なものを記載しています。
*	「Thuriya	Ace	Technology	Company	Limited」はミャンマーにおけるシステム開発の関連会社です。



31

サステナビリティ経営 社会活動 ガバナンス・内部統制 経営管理 第三者意見 索引重点テーマ 1 2 3 4

組織のプロフィール

組織のプロフィール

株式会社T&Dホールディングス

英語表記 T&D	Holdings,	Inc.

設立年月 2004年4月

本社所在地 〒103-6031	東京都中央区日本橋二丁目7番1号

資本金 2,071億円

従業員数 117名

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人

事業内容
保険持株会社として次の業務を営んでいます。
・	生命保険会社、その他の保険業法の規定により子会社とした会社の経営管理
・	上記に掲げる業務に附帯する業務

太陽生命保険株式会社

設立年月 1948年2月（創業1893年5月）

本社所在地 〒103-6031	東京都中央区日本橋二丁目7番1号

資本金 625億円

従業員数
営業職員8,534名
内務職員2,319名
計10,853名

大同生命保険株式会社

設立年月 1947年7月（創業1902年7月）

本社所在地 〒550-0002	大阪市西区江戸堀一丁目2番1号
〒103-6031	東京都中央区日本橋二丁目7番1号

資本金 1,100億円

従業員数
営業職員3,699名
内務職員3,137名
計6,836名

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社

設立年月 1947年7月（創業1895年4月）

本社所在地 〒105-0023	東京都港区芝浦一丁目1番1号

資本金 560億円

従業員数 274名

▶︎生命保険会社3社が所属する団体： 一般社団法人生命保険協会

顧客ニーズに合った死亡保障、医療・介護などの保障性商品

家庭

Face To Faceによるコンサルティング
大都市圏・地方中核都市を中心とした営業展開

営業職員：8,534名

《太陽生命のビジネスモデル》

ゆとりあるセカンドライフや家計の節約をサポートする商品

乗合代理店（金融機関・来店型ショップ）

乗合代理店（金融機関・来店型保険ショップ）を通じて販売
提携代理店数：182代理店

《T&Dフィナンシャル生命のビジネスモデル》

企業のリスクマネジメントのための商品（死亡・就業不能保障）

中小企業

中小企業関連団体と連携
 企業団体 営業職員数 ：3,699名
 （法人会・納税協会等） 損保代理店数：1,269店
 税理士関連団体 税理士代理店数：13,717店
 （TKC全国会・各地税協等）

《大同生命のビジネスモデル》

 会社概要（2022年3月末現在）1-3 102-13102-3102-1
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 従業員数1-4

T&Dホールディングス連結の従業員数（名）

事業部門の名称 2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末
保険および保険関連事業 17,827 （974） 18,354 （923） 18,411 （882）
資産運用関連事業 450 （17） 472 （15） 451 （16）
総務・事務代行等関連事業 781 （57） 789 （57） 783 （62）
合計 19,058 （1,048） 19,615 （995） 19,645 （960）

*	従業員数は就業人員であり、執行役員は含んでおりません。また、臨時従業員数は、（	）内に年間の平均人数を外数で記載しています。
*	臨時従業員について、端数処理の関係上、有価証券報告書の数値とは異なります。

生命保険3社の在籍数と採用数

在籍数（名） 採用数（名）
2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末 2019年度 2020年度 2021年度

従業員 17,457 17,945 17,963 3,377 3,464 3,090
男性 3,380 3,379 3,356 159 158 142
女性 14,077 14,566 14,607 3,218 3,306 2,948

うち営業職員 11,716 12,239 12,233 3,100 3,181 2,820
男性 307 293 290 56 45 38
女性 11,409 11,946 11,943 3,044 3,136 2,782

うち内務職員 5,741 5,706 5,730 277 283 270
男性
（うち管理職）

3,073
（2,108）

3,086
（2,085）

3,066
（2,117）

103 113 104

女性
（うち管理職）

2,688
（432）

2,620
（454）

2,664
（499）

174 170 166

*	管理職には本社課長代理・係長等の役職者を含みます。

T&Dアセットマネジメント株式会社

設立年月 1980年12月

本社所在地 〒108-0014	東京都港区芝五丁目36番7号
三田ベルジュビル

資本金 11億円

従業員数 148名

ペット＆ファミリー損害保険株式会社

設立年月 2003年8月

本社所在地 〒110-0015	東京都台東区東上野四丁目27番3号

資本金 36億5,650万円

従業員数 81名

T&Dユナイテッドキャピタル株式会社

設立年月 2019年6月
本社所在地 〒103-6031	東京都中央区日本橋二丁目7番1号
資本金 55億円
従業員数 35名

事業内容
グループ事業ポートフォリオの多様化・最適化等を目的とした投資事業・管理業務
・	クローズドブック事業
・	その他の事業

競争力のある運用商品・サービスをタイムリーに提供

投資家

 投資信託本数：246本
投資一任・助言契約本数：52本 

《Ｔ＆Ｄアセットマネジメントのビジネスモデル》

ペットの病気やケガに対する医療費用を補償する商品

ペットの飼い主さま

代理店（ペットショップ等）を通じて販売
代理店数：368店　ペットショップ店舗数：696店舗

《ペット&ファミリー損害保険のビジネスモデル》

401-1102-8
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外部委託管理
T&D保険グループでは、業務の外部委託を行うに際し、経営の健全性の確保および事務管理態勢の強化のため、委託先の選定や委
託事務等の監督方法等を定め、適切な外部委託の管理態勢を整備しています。T&Dホールディングスでは、外部委託にあたっては「事
務等の外部委託管理規程」に基づき、「事務等の外部委託リスク審査細則」において「外部委託チェックリスト」を定め、リスク管理上の審
査、委託先の適格性審査（人権、労働条件、環境保護等の社会性の項目*を含む）を行います。

*	社会性の項目：		人権上の問題が生じていないか、強制労働・長時間労働・健康安全確保等の労働条件の問題が生じていないか、環境汚染や気候変動への適切な
配慮が行われているか等。

外部委託開始後は、原則、年1回以上委託先への点検を実施し、委託事務等の履行状況等をモニタリングし、その都度、必要に応じて改
善指導を行っています。

グリーン購入・調達の取組み
当社グループでは、「T&D保険グループCSR憲章」および「T&D保険グループ環境方針」に基づき、地球環境の保護活動に取り組んで
います。その一環として業務に必要な物品やサービスの調達・購入にあたっては、グループ共通のグリーン購入基準を定め、より環境負
荷の少ないものから優先的に調達・購入するグリーン購入およびグリーン調達に取り組んでいます。グリーン購入は主に什器・備品、消
耗品を対象とし、グリーン調達は商品パンフレット・約款等の印刷、不動産設備、システム機器等の調達を対象とし、それぞれの実績は半
期ごとにグループSDGs委員会および取締役会に報告しています。

T&Dホールディングスではサプライチェーンを下表のように定義し、サプライチェーンを通したサステナビリティ・CSRの浸透に努めてい
ます。

活動 サプライチェーン

商品・サービスの提供
媒体 商品・サービスの提供で用いる媒体の製造
代理店 代理店

業務の委託 ITシステム、コンサルティング、監査

オフィスビル
ビル オフィスビルの建設・維持・管理
エネルギー使用 石油精製とその流通、電力事業者
廃棄物 廃棄物処理業者

配送 配送業者

従業員の移動
出張 航空機、鉄道・バス・タクシー、宿泊施設
通勤 鉄道・バス

投資 投資先

T&D保険グループには、生命保険会社3社にそれぞれ独立した労働組合があり、労働協約を締結のうえ、これに基づき経営内容・方針
をはじめ賃金、労働時間、休暇、人事制度、福利厚生など、多様なテーマについて労働組合側と積極的な意見交換を重ねています。各々
労使の信頼関係を基盤に経営側と組合側が、それぞれの立場から率直な意見を出し合い協議することにより、真の労使協調を実現させ
ることが、従業員の意欲を高め企業の競争力の強化につながっていくと考えています。

生命保険会社3社内務職員の組織状況

2019年度 2020年度 2021年度
労働組合組織率（%） 79.9 80.5 80.6

 労働組合との意見交換・協議1-5

 サプライチェーンの定義2-1

 お取引先との関わり2-2

102-41

102-9

414-1

2. サプライチェーン




