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A
Additional policy reserve

追加責任準備金
通常の責任準備金では将来の債務の履行に支障を来すおそれがあるとして、追加して積み立てる責任準

備金です。

Administrative expense margin

費差益
実際の事業費が、保険料に含まれる予定事業費（＝付加保険料）よりも少ない場合に生じる利益を指し

ます。

AlM (Asset liability Management)

AlM
資産と負債の構造を総合的に管理するリスクマネジメント手法のことです。特に保険会社の場合、超長期

の負債であるという保険契約の特性を踏まえた管理が必要となります。

Annualized premiums

年換算保険料
月払、年払、一時払等の保険料支払方法の相違を調整し、1年当たりの保険料に換算した額の合計額を

指します。

Assumed business expense rate

予定事業費率
保険料の計算に用いる予定率の一つです。保険料は必要となる経費をあらかじめ予定して設定されてい

ますが、この計算に用いる率のことです。

Assumed investment yield

予定利率
保険料の計算に用いる予定率の一つです。保険料は運用によって得られる収益を予定し、あらかじめ

一定の利率で割り引いていますが、この計算に用いる利率のことです。

C
contingency reserve

危険準備金
将来の保険金支払いなどを確実に行うため、予定死亡率より実際の死亡率が高くなり、保険金等の支払

いによって損失が発生する場合（保険リスク）、または、資産運用による実際の利回りが予定利率を確保で

きない場合（予定利率リスク）などに対応して積み立てることが義務づけられています。危険準備金は次

の4つに区分されています。

危険準備金 i 保険リスクに対応

危険準備金 ii 予定利率リスクに対応

危険準備金 iii 変額年金等の最低保証リスクに対応

危険準備金 iV 第三分野保険リスクに対応

core profit 

基礎利益
保険料収入や保険金・事業費支払等の保険関係の収支と、利息及び配当金等収入を中心とした運用関係

の収支からなる、生命保険会社の基礎的な期間収益の状況を表す指標です。基礎利益は損益計算書に項

目が設けられているものではなく、経常利益から有価証券の売却損益等の「キャピタル損益」と「臨時損

益」を控除して求めたものです。

E
eRM (enterprise Risk Management)

eRM
収益・リスク・資本を一体的に管理することにより、企業価値の増大や収益の最大化といった経営目標を

達成することを目的とした戦略的な経営管理手法のことを指します。

esR （economic solvency Ratio）
esR

経済価値ベースの資本十分性を表す指標です。esRはサープラスをエコノミック・キャピタル（ec）で除

して算出し、esR100%は、資本とリスクが同額であることを意味し、esRが高いほど、リスクに対して十

分な資本を確保していることを意味します。esRの名称は欧州を中心に幅広く使用されていますが、統

一された計算方法はなく、各社が自社の内部モデルにより独自に計算しています。

G
general account

一般勘定
運用実績にかかわらず、保険金額が一定である「定額保険」の資産を管理運用する勘定のことで、一定の

予定利率を契約者に保証しています。
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I
investment yield margin

利差益
資産運用による実際の利回りが予定利率よりも高い場合に生じる利益を指します。

M
Morbidity rate

罹病率
病気やケガの発生率を表す指標です。

Mortality rate

死亡率
生命表を構成する指標の一つです。生命表とは、男女別、年齢別に、生存率、死亡率、平均余命等を示し

た表のことで、保険会社は生命表をもとにして、予定死亡率を性別、年齢別に計算しています。

Mortality rate margin

死差益
実際の死亡者数が、予定死亡率によって見込まれた死亡者数よりも少ない場合に生じる利益を指し

ます。

N
negative spread

逆ざや
資産運用による実際の利回りが予定利率を下回る状態を指し、以下の計算式で計算します。

　逆ざや額＝（基礎利益上の運用収支等の利回り－平均予定利率）× 一般勘定責任準備金

　・   基礎利益上の運用収支等の利回りとは、基礎利益に含まれる一般勘定の運用収支から契約者配当

金積立利息繰入額を控除したものの一般勘定責任準備金に対する利回りのことです。

　・   平均予定利率とは、予定利息の一般勘定責任準備金に対する利回りのことです。

　・   一般勘定責任準備金は、危険準備金を除く一般勘定部分の責任準備金について、以下の方式で算出

したものです。  

（期始責任準備金＋期末責任準備金－予定利息）×1/2

net level premium method

平準純保険料式
責任準備金の積立方式の一つで、事業費が保険料払込期間にわたって毎回一定額（平準）と想定して、責

任準備金を計算する方式です。生命保険会社の事業費は、現実には営業職員・代理店への報酬、保険証

券の作成費用、医師への診査手数料等の経費の支払いのため、契約初年度は多額になるのが一般的で

すが、平準純保険料式はその点で、より健全性を追求したものといえます。

non-participating policy

無配当保険
契約者配当金がない代わりに、一般的に有配当保険や準有配当保険よりも安い保険料を設定している

生命保険を指します。

P
participating policy

有配当保険
毎年の決算において、予定死亡率、予定利率、予定事業費率という3つの予定率と実際の率との差によっ

て生じる損益を集計し、剰余が生じた場合に、契約者配当金として毎年分配する仕組みの生命保険を指

します。

policy reserve

責任準備金
保険契約準備金のうち、生命保険会社が将来の保険金等の支払いを確実に行うために、保険料や運用収

益等を財源として積み立てる準備金で、「保険料積立金」「未経過保険料」「払戻積立金」および「危険準

備金」により構成されます。保険業法で保険種類ごとに積み立てが義務づけられており、原則として平準

純保険料式により積み立てることとされています。



コーポレートデータ

T&D HolDings, inc.   AnnuAl RepoRT 201476

R
Reserve for outstanding claims

支払備金
支払義務が発生している保険金、返戻金、その他の給付金のうち、決算期末時点で、いまだ未払いとなっ

ているものについて、その支払いのために必要な金額を積み立てる準備金のことです。なお、支払事由の

報告は受けていない状態で、その支払事由が既に発生したと考えられる金額についても、支払備金に積

み立てることとしています。

Reserve for policyholder dividends

契約者配当準備金
保険契約に対する契約者配当を行うために積み立てられた準備金であり、保険契約準備金を構成する準

備金の一つです。相互会社では社員（＝契約者）配当準備金繰入額は剰余金処分として処理しますが、株

式会社では費用として損益計算書に記載されます。

Reserve for price fluctuations

価格変動準備金
保険業法により、価格変動により損失が発生する可能性が高い資産（国内株式、外国株式、円建債券、外

貨建債券・預金・貸付金等）について、その資産ごとに定められた積立基準により、積立限度額に達する

まで積み立てることが義務づけられている準備金です。積立対象資産の売買・評価換え等による損失が

利益を上回る場合にその損失をてん補する目的以外では、原則として、取り崩すことはできません。

S
semi-participating policy

準有配当保険
死差益、利差益、費差益の3つの差益のうち、5年ごとに利差益のみをまとめて契約者配当を行い、死差

益や費差益は還元しない保険です。よって、一般的に保険料は有配当保険よりも安く、無配当保険よりも

高くなります。

separate account

特別勘定
変額保険や変額年金、一部の団体年金分野（厚生年金基金保険、国民年金基金保険など）等で、その運

用結果を直接的に契約者に還元することを目的として、他の勘定と分離して運用する勘定です。資産運用

関係費を除き、特別勘定資産の運用成果はすべて契約者に帰属するため、保険会社の資産運用リスクは

限定されるか、もしくはありません。

solvency margin ratio

ソルベンシー・マージン比率
「ソルベンシー・マージン総額（純資産、価格変動準備金、危険準備金、貸倒引当金など）」を、大地震など

の保険リスクや資産運用リスクなどの諸リスクを数値化した「リスクの合計額」の2分の1で割って、指数化

したものです。生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、監督当局に

よって早期に経営の健全性の回復を図るための措置（早期是正措置）がとられます。

standard yield rate

標準利率
生命保険会社が、将来の保険金支払いに備えて積み立てる「責任準備金」のうち、生命保険会社の健全性

維持と契約者保護の観点から監督当局が定める「標準責任準備金」を計算するために使用が義務づけら

れている利率のことです。

surrender and lapse amount

解約失効高
各事業年度において、解約・失効した保障金額の総合計額を指します。解約とは、契約者が保険会社に

申し出て、以後の契約の継続を打ち切ることを指します。失効とは、保険料の払込みが滞り、払込猶予期

間内に保険料の払込みがなければ、保険の効力が失われることを指します。

T
Term life insurance

定期保険
一定期間の保険期間内に、被保険者が亡くなった場合のみ保険金が支払われる保険です。

一般的に解約返戻金はないか、もしくは少額です。ただし、保険期間が長期にわたる場合は、解約返戻

金が経過年数に応じて一定程度積み立てられます（キャッシュバリュー型定期保険）。

Third sector insurance

第三分野商品
医療・がん・傷害・介護保険等、生命保険（第一分野）と損害保険（第二分野）の中間に位置づけられる保

険商品を指します。
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V
Variable annuity

変額年金
個人年金保険のうち、特別勘定で運用し、運用実績に応じて年金や解約返戻金の額が増減する投資型の

年金保険です。

変額年金の中には、死亡保険金や年金原資に最低保証がついている商品があります。最低保証リスクは
保険会社が負いますが、T&Dフィナンシャル生命では、プット・オプションを活用して市場下落時の損失
を軽減する仕組みを導入しています。ヘッジコストは、最低保証給付に対する危険保証料として保険料
に付加しています。なお、費用対効果の観点から、フルヘッジではなくリスク量の大部分をヘッジで対応
する一方、残余部分は自己資本で賄うこととしています。

ヘッジ活用による最低保証リスク管理のイメージ

年金支払開始日

ヘッジコストは保険料に付加

ヘッジ部分

運用実績

自己資本で賄う部分
元本

年金原資

最低保証
死亡保険金

元本割れ

年金支払開始日

ヘッジコストは保険料に付加ヘッジコストは保険料に付加ヘッジコストは保険料に付加

ヘッジ部分ヘッジ部分

運用実績

自己資本で賄う部分
元本

年金原資

最低保証
死亡保険金

元本割れ

Z
Zillmer method

チルメル式
責任準備金の積立方式の一つです。生命保険会社の事業費は、営業職員・代理店への報酬、保険証券の

作成費用、医師への診査手数料等の経費の支払いのため、契約初年度は多額になるのが一般的です。そ

こで、事業費を初年度に厚くし、次年度以降、一定の期間（チルメル期間といい、5年、10年等の期間があ

ります）で償却すると想定し、責任準備金を計算する方法を「チルメル式」といいます。チルメル期間中は、

平準純保険料式よりも責任準備金は少なくなりますが、最終的には責任準備金額は一致します。
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沿革

生命保険業界の流れ

1999年 1月
 6月

 10月

太陽生命、大同生命が全面的な業務提携を発表
グループ名称を「T&D保険グループ」に決定

国内投資顧問会社の合併（T&D太陽大同投資顧問（株））
生命保険に関する確認業務の統合（T&Dコンファーム（株））

 4月 標準利率の引き下げ（2.75%→2.0%）

2000年  6月 金融監督庁が「保険会社に係る検査マニュ
アル」を公表

2001年 10月 T&Dフィナンシャル生命がグループ入りし、業務開始
システム部門の統合（T&D情報システム（株）） 

 4月
 7月

標準利率の引き下げ（2.0%→1.5%）
保険の第三分野商品の販売を国内のすべて
の保険会社に解禁

2002年 4月 

 7月 

 8月
 10月

大同生命、株式会社に組織変更 
東京証券取引所・大阪証券取引所（現 大阪取引所）に上場
T&D太陽大同投資顧問と大同ライフ投信の合併 
（T&Dアセットマネジメント（株））
リース事業の統合（T&Dリース（株））
T&Dフィナンシャル生命、銀行窓口での変額年金の販売を開始

 10月 銀行の窓販商品が拡大（個人年金保険等）

2003年 4月 

 4月

太陽生命、株式会社に組織変更 
東京証券取引所に上場
太陽生命、「保険組曲」発売

 7月 改正保険業法が成立（破綻前の予定利率引
き下げ）

1893年 1893年5月 
太陽生命 創立（創立当初の名称は名古屋生命保険株式会社）

1902年 1902年7月 
大同生命 創立（朝日生命、護国生命、北海生命の3社が合併、 
創立当初は株式会社）

1940年代 1948年2月 
相互会社として再発足

1947年7月 
相互会社として再発足

1950年代 1951年4月 
5年満期「月掛貯蓄保険」発売 
大都市圏・地方中核都市に販売地域を限定した営業スタイルが定着

1960年代 1968年5月 
5年満期の貯蓄養老保険「ひまわり保険」発売

1970年代 1974年9月 
10年満期、入院・手術などの医療保障を加えた 
「けんこうひまわり保険」発売

1970年6月
中国税理士協同組合における総合事業保障プランの取扱いを開始
以降、各地の税理士協同組合で同プランの取扱いを開始
1971年4月 
Aiu（株）（現 Aiu損害保険（株））と業務提携
1971年6月 
法人会の経営者大型総合保障制度の取扱いを開始
1971年11月 
納税協会の経営者大型総合保障制度の取扱いを開始
1976年3月 
TKc企業防衛制度の取扱いを開始

1980年代 1986年10月 
女性特有の疾病を厚く保障する「けんこうひまわり保険“レディー”」発売
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2004年 4月 
 
 

 12月

株式会社T&Dホールディングスを設立 
東京証券取引所・大阪証券取引所（現 大阪取引所）に上場 
（太陽生命、大同生命、T&Dフィナンシャル生命は 
T&Dホールディングスの完全子会社となる）
大同生命、ポーター賞を受賞

2005年 9月 T&Dフィナンシャル生命、営業職員チャネルのグループ内再編を実施  8月 

 12月

金融庁が事務ガイドラインの廃止および保
険会社向けの総合的な監督指針を公表
銀行の窓販商品が拡大（一時払終身保険、
一時払養老保険等）

2006年 3月
 
 7月

T&Dホールディングス、新株式発行ならびに株式の売出しを実施 
T&Dフィナンシャル生命、320億円の資本増強を実施
グループ4社（T&Dホールディングス、太陽生命、大同生命、T&D 
フィナンシャル生命）の本社機能およびT&Dアセットマネジメントを 
集約・移転

 4月 保険業法改正により少額短期保険業制度
が導入

2007年 1月
 3月

日本ファミリー保険企画（現ペット&ファミリー少額短期保険）を子会社化
T&Dアセットマネジメントを直接子会社化

 10月
 12月

郵政民営化によりかんぽ生命が誕生
銀行窓販が全面解禁

2008年 10月
 12月

太陽生命、「保険組曲Best」発売
T&Dフィナンシャル生命、400億円の資本増強を実施

2009年 3月 
 

 12月

T&Dホールディングス、新株式発行ならびに株式の売出しを実施 
太陽生命、500億円の資本増強を実施 
大同生命、700億円の資本増強を実施
T&Dホールディングス、新株式発行ならびに株式の売出しを実施

2010年 10月 大同生命、「無配当重大疾病保障保険（Jタイプ）」発売  4月 保険法が施行

2011年 4月
 4月
 4月
 
 10月

T&Dホールディングス、社長交代
太陽生命、ニューヨーク駐在員事務所を開設
大同生命、Aiu保険会社（現 Aiu損害保険（株））の代理店業務を開始 
同時に、Aiu保険会社も大同生命の代理店業務を開始
普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施

2012年 3月
 4月
 8月 

 10月
 12月

太陽生命、ご契約加入手続きのペーパーレス化・キャッシュレス化を開始
太陽生命、ヤンゴン（ミャンマー）駐在員事務所を開設
T&Dフィナンシャル生命、「家計にやさしい収入保障」 
［無配当収入保障保険（無解約払戻金・Ⅰ型）］発売
大同生命、「無配当総合医療保険（Mタイプ）」発売
T&Dフィナンシャル生命、「みんなにやさしい終身保険」 
［無配当終身保険（死亡保険金額増加・Ⅰ型）］発売

 3月 保険業法施行規則等の改正により新基準に
よるソルベンシー・マージン比率および連結
ソルベンシー・マージン比率の導入

2013年 4月
 5月
 9月 

 12月

eRM（統合的なリスク管理）を本格導入
MceV（市場整合的エンべディッド・バリュー）を開示
大同生命、アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）と、法人会の 
会員向け「福利厚生制度」におけるがん保険の販売に関し業務提携
大同生命、ドイツの上場保険グループ「ニュルンベルガー社」へ出資するとともに、 
同社と協働協定を締結

 4月 標準利率の引き下げ（1.5%→1.0%）

2014年 9月 T&Dフィナンシャル生命、「生涯プレミアムジャパン3」［無配当終身保険（積立利率更改・ 
i型）］および「生涯プレミアムワールド3」［無配当外国為替連動型終身保険（積立利率更改・
通貨選択Ⅲ型）］発売
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IR活動の紹介

T&Dホールディングスは、「適時」「公平」「正確」を原則として、積極的なiR活動を推進し、投資家および証券アナリストの皆さまの信頼と正当な評価を確保す

ることを目指しています。

ここでは、当社のiR活動およびiRポリシーを紹介します。

1. iR活動の目的

当社は、「適時」、「公平」、「正確」を原則として、積極的なiR活動を推進

し、投資家および証券アナリストの皆さまの信頼と正当な評価を確保する

ことを目指します。

2. iR対応者および担当部署

当社のiR活動においては、トップ・マネジメントによる説明を原則としま

す。ただし、iRイベントの内容、規模等に応じて、iR担当の役職員が代替し

ます。

なお、投資家および証券アナリストの皆さまからの、当社のiR活動に関

するお問い合わせは、iR担当部署にてご対応します。

3. iR情報

当社は、投資家および証券アナリストの皆さまに対し、当グループの経営

環境、経営戦略および財務・業績状況に関する情報を、「継続的」に「わか

りやすく」ご提供するよう努めます。

具体的には、有価証券報告書、決算短信、適時開示情報等の法定・制

度開示情報に加え、以下のiR情報をご提供します。

・ 投資家および証券アナリスト向けのiRイベント

（会社説明会、決算説明会、iRフェア等）資料

・ アニュアルレポートなどのiR冊子

なお、上記のiR情報は、当社ホームページの株主・投資家向けページ

等に、適宜、掲載します。

4. 経営陣へのフィードバック

当社では、iR活動を通じて投資家の皆さまから寄せられた有用な情報

等については、取締役会・経営会議等への報告により定例的に経営陣へ

フィードバックしています。

5. 沈黙期間

当社は、決算発表準備期間中に未公表の決算情報が漏洩することを防

ぎ、iR活動の公平性を確保するため、各四半期の決算発表日から遡る10

日間をiR活動における「沈黙期間」とし、この期間中は、決算内容に関する

コメントを控えさせていただくと同時に、原則として、iRイベントへの参加

およびiRミーティングの開催を行いません。

6. iR活動方針の策定と効果検証

当社では、各年度始にiR活動の業務計画を策定し、その内容に沿った業

務執行を行うとともに、四半期ごとにその執行状況を検証しています。

さらに、iR活動の効果検証は、客観的数値や第三者評価などの中立的

指標を考慮のうえで実施し、その後のiR活動の改善・向上に反映できるよ

う努めています。

今後の決算発表スケジュール
2014年11月14日 2015年3月期第2四半期（中間）決算発表

2015年2月12日 2015年3月期第3四半期決算発表
（注）2014年8月末現在の予定であり、変更されることがあります。

IRポリシー

IRミーティング開催回数 回

2014年3月期

機関投資家・アナリスト向け説明会 2

機関投資家・アナリスト向け決算電話会議 4

証券会社主催カンファレンス 7

個別ミーティング 304

個人投資家・証券会社営業担当者向けiR説明会 3

▲ 機関投資家・アナリスト向け
説明会での質疑応答の様子

▲
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基本情報

1 銀行 4.07
2 信託銀行 21.41
3 生命保険会社 0.61
4 損害保険会社 1.80
5 その他金融機関 0.03
6 金融商品取引業者 1.51
7 その他の法人 21.60
8 外国法人等 41.21
9 個人・その他 7.76

1 銀行 0.01
2 信託銀行 0.01
3 生命保険会社 0.01
4 損害保険会社 0.00
5 その他金融機関 0.00
6 金融商品取引業者 0.02
7 その他の法人 33.97
8 外国法人等 0.20
9 個人・その他 65.78

1 日本 58.79
2 欧州（英国領含む） 20.28
3 アジア・パシフィック 5.56
4 米州 15.22
5 日本在住の外国人・外国法人 0.14

上場証券取引所 東京証券取引所
業種・証券コード 保険・8795

1単元の株式数 100株
発行可能株式総数 1,932,000,000株
発行済株式の総数 681,480,000株
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月
権利基準日 定時株主総会　毎年3月31日

配当金　毎年3月31日（中間配当金の支払いを行うときは9月30日）
公告方法 電子公告 

ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
公告掲載uRl http://www.td-holdings.co.jp/public/

株主名簿管理人 三菱uFJ信託銀行株式会社　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　uRl http://www.tr.mufg.jp/daikou/

株主数 265,627人

（株、%）

株主名 所有株式数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 36,926,100 5.42

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 34,828,100 5.11

株式会社三菱東京uFJ銀行 21,049,450 3.09

ザ バンク オブ ニユ－ヨ－ク メロン エスエ－エヌブイ 10 12,417,881 1.82

RBc isT oMniBus 15.315 pcT non lenDing AccounT 11,881,400 1.74

ザ バンク オブ ニユ－ヨ－ク ノントリ－テイ－ ジヤスデツク アカウント 11,242,446 1.65

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント 9,488,372 1.39

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） 8,425,600 1.24

株式会社小松製作所 8,167,500 1.20

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 7,869,800 1.15

計 162,296,649 23.82
（注）上記のほか当社保有の自己株式9,212,294株（1.35％）があります。

大株主

株式・株主分布

所有者別保有株式数
%

所有者別株主数
%

地域別保有株式数
%

1

1

1

2

2

2
3

3

3

4

4

4

5

5 5

6

6

7

7

8

8

9

9

株式情報
2014年3月31日現在
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T&D保険グループは2014年3月31日現在、T&Dホールディングス、子会社15社および関連会社2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

保険および保険関連事業
<7社>

資産運用関連事業
<6社>

総務・事務代行等関連事業
<4社>

総務関連事業
■   T&Dカスタマーサービス株式会社（生命保険契約事務の取次ぎ、有価証券等の受渡しに関する業務、 
書類等の作成・整理・保管・発送・配送等の業務）

事務代行・計算関連事業等
■  T&D情報システム株式会社（コンピューター処理業務）
■  日本システム収納株式会社（預金口座振替による金銭の収納業務）
■  株式会社全国ビジネスセンター（預金口座振替による金銭の収納業務）

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（第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業）

その他の資産運用関連事業
■  T&Dリース株式会社（リース業）
■  T&D Asset Management cayman inc. （ファンドの運営および管理業務）
■  太陽信用保証株式会社（信用保証業務）
●  エー･アイ･キャピタル株式会社（未公開株式ファンドへの投資業務）
●  Aic private equity Fund general partner ltd. （ファンドの運営および管理業務）

保険事業
■  太陽生命保険株式会社（生命保険業）
■  大同生命保険株式会社（生命保険業）
■  T&Dフィナンシャル生命保険株式会社（生命保険業）
■  ペット&ファミリー少額短期保険株式会社（少額短期保険業）

保険関連事業
■  T&Dコンファーム株式会社（生命保険契約に関する確認代行業務）
■  東陽保険代行株式会社（保険代理業）
■  株式会社大同マネジメントサービス（保険代理業）

株
式
会
社
T
&
D
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

グループ会社
2014年3月31日現在
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T&Dホールディングス
東京都港区海岸1丁目2番3号
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アクセスマップ

ウェブサイト　http://www.td-holdings.co.jp/ アニュアル・レポート2014

IR情報／株式情報

子会社の情報

名称（商号） 株式会社T&Dホールディングス
英語表記 T&D Holdings, Inc.

設立年月日 2004年4月1日
所在地 〒105-0022　東京都港区海岸1丁目2番3号

TEL：03-3434-9111　FAX：03-3434-9055

事業目的 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

資本金 2,071億1,186万円
従業員数 93名
会計監査人 新日本有限責任監査法人
お問い合わせ窓口 株式会社T&Dホールディングス　経営企画部　IRグループ

TEL：03-3434-9142　FAX：03-3434-9055

URL http://www.td-holdings.co.jp/

T&Dホールディングスのアニュアル・レポート2014を
ウェブサイトからご覧いただけます。

83

会社概要
2014年3月31日現在
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