
価値創造のための戦略

18 トップメッセージ
24 特集  投資家・社長対談
30 ビジネス概要
 32 太陽生命保険株式会社
 36 大同生命保険株式会社
 40 T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
 44 T&Dアセットマネジメント株式会社
 45 ペット＆ファミリー少額短期保険株式会社
46 グループ会社

CONTENTS

 T&D Holdings ANNUAL REPORT 2018 17T&D Holdings ANNUAL REPORT 2018   17



T&D保険グループ（以下、「当社グループ」）では、グループ経営理念として「Try & Discover（挑戦と発見）による価値の創造を

通じて、人と社会に貢献するグループを目指します。」を掲げています。この経営理念にしたがい、私たちの「目指す姿」、そして具

体的な価値創造について、株主・投資家のみなさまと共有させていただきます。

トップメッセージ

T&D保険グループの目指す姿1.

「強み」を活かした価値創造により持続的な成長の実現を目指す

相互扶助の精神を基礎とする生命保険事業を中核とする

当社グループにとって、「人と社会に貢献する」ことは最も基

本的な理念です。人と社会の課題（以下、「社会的課題」）に事

業を通じて向き合い、持続可能な社会の発展に貢献していく

ことは、生命保険事業の長い歴史を持つグループ各社のＤＮ

Ａの中に受け継がれてきた基本的な使命といえます。

当社グループは、2004年4月に持株会社であるT&Dホー

ルディングスのもとに太陽生命、大同生命、Ｔ＆Ｄフィナンシャ

ル生命が集結して以来、社会が必要とする保険商品・サービ

スを提供してまいりました。3社が特化したそれぞれの「マー

ケット」に対し、最適な「チャネル」を通じて最適な「商品」を提

供する、「独自性」「専門性」の高いビジネスモデルを有してい

ることがグループの大きな特徴であり、強みといえます。

グループ経営理念のもと、この強みを活かし「社会にとって

の価値」と「企業にとっての価値」を創造し、持続的な成長を実

現していくことこそが、当社が「目指す姿」です。

代表取締役社長

上原 弘久

事業を通じて
「社会にとっての価値」と
「企業にとっての価値」を創造し、
持続的な成長を実現してまいります

価値創造のための戦略
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現在は、2016年4月を始期とする3ヵ年の中期経営計画

（以下、「中計」）「Try & Discover for the Next Stage ～成

長領域拡大の3年～」に取り組んでいます。本中計では、今後

10年を見据え、3つの全体方針（下図）に基づき、グループ企

業価値（EV）の安定的・持続的な増大を目指しています。

中期経営計画は、今後の10年を見据えた“成長領域を拡大する3年”

T&D保険グループ価値創造 ― 中期経営計画の位置づけと進捗2.

３つの全体方針
•  国内生命保険事業をコアとし、確立された基盤に加え、成長領域をさらに拡大すべく、シニアマーケットと乗合代理店チャネルへの取組みを強化
•  国内生命保険市場における競争力強化・シェア拡大、収益力向上に向け、提携やM&Aの機会を追求
•  ERMの戦略的活用により、株主資本の有効活用を推進し、健全性を確保しつつ高い収益性を実現

中計2年目となった2017年度（2018年3月期）の主要経営

指標は、Group MCEVが2兆4,067億円（中計目標は2018

年度末で2.4兆円）、新契約価値が1,294億円（同1,000億

円）、実質利益が833億円（中計期間3ヵ年を通して850億円

程度）と、目標に対しいずれも順調に進捗しています。これは、

主に次の2つの取組みが着実に成果につながった結果と考え

ています。

‘16年4月 ‘19年4月 ‘22年4月 ‘25年3月

前中期経営計画 中期経営計画

今後10年を見据えた
ファーストステージとしての
“成長領域を拡大する3年”

基盤強化期間の成果
• 国内生保事業の成長
• ERM体制の確立
• 格付の向上

ファーストステージの
成果の獲得
➡ 新たな基盤

新たな成長への挑戦

強化した事業基盤をベースとした
企業価値の増大

今後10年を見据えた
成長領域の拡大

“特化型大手生保
グループ”として、
最優の商品・
サービスを提供し、
国内生命保険市場
において確固たる
存在感を示す

国内生命保険事業をコアとした中計の着実な遂行により、主要経営指標は引き続き順調に進捗

主要経営指標 中計目標 ‘16年3月期
【参考／前中計期間】 ‘17年3月期 ‘18年3月期

（前期末比／前期比）

企業価値
（ＥＶ）

Group MCEV
2019年3月末

2.4兆円 1兆8,937億円 2兆2,905億円 2兆4,067億円
（+5.1%）

新契約価値 2019年3月期
1,000億円 563億円 1,195億円 1,294億円

（+8.3%）

利益（財務会計） 実質利益※ 2017-2019年3月期
850億円程度 833億円 917億円 833億円

（▲9.2%）

※当期純利益に、負債性内部留保（危険準備金繰入額、価格変動準備金繰入額）のうち法定基準繰入額を超過する額(税引後)を加算して算出。
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太陽生命・大同生命では、従来、死亡保障を着実に積み上

げてきましたが、本中計ではシニア層の増加を背景としたお

客さまニーズの多様化に対応するため、第三分野・就業不能

保障等への拡張に取り組んでいます。2017年度は、低金利

環境下、2017年4月の標準利率の改定、2018年4月の標準

生命表改定などもあり競争環境が変化するなか、生命保険

各社が機動的かつ柔軟性のある商品開発・改定を実施いたし

ました。

商品ポートフォリオの変革

シニアマーケットへの取組み強化

「成長領域の拡大」に向けたシニアマーケットの開拓・深耕

として、生命保険各社では、それぞれの特化マーケットのニー

ズに応じた特徴ある商品・サービスの一体的な提供を進めて

います。また、豊かな長寿社会の実現に向けて、お客さまの疾

病の予防と健康増進を支援するための取組みも推進してい

ます。
（各社の取組みの詳細はP.30以降をご覧ください）

国内生命保険事業（マーケティング戦略）の成果

新契約年換算保険料 新契約高※

新契約業績は、貯蓄性商品の販売抑制・停止や
前期末の申込集中の反動等で前期比減少

� 第三分野・就業不能保障等への拡張
� 貯蓄性商品の販売停止・抑制
� 料率改定の実施、新商品の投入

（億円）

（億円）

（兆円）

‘16年3月期 ‘17年3月期 ‘18年3月期

‘14年3月期 ‘15年3月期 ‘16年3月期 ‘17年3月期 ‘18年3月期

1,326 1,370 1,203

‘16年3月期 ‘17年3月期 ‘18年3月期

6.68 7.44 7.27

※大同生命のJタイプ、Tタイプ、介護リリーフ、
   介護定期保険を含む。

新契約マージン※

全商品合計 3.5% 6.3% 8.5%
※新契約マージン＝新契約価値÷新契約の収入保険料現価

第三分野新契約年換算保険料の推移
※（ ）内は新契約年換算保険料に対する割合。

(32%)
(21%)

(13%)
(13%)

383

286

(19%)

246
208

165

商品ポートフォリオの変革は進展

一方で、

新契約価値
（億円）

1,294

891
930

563

1,195

‘14年3月期 ‘15年3月期 ‘16年3月期

1.68%

1.20%

0.45%

0.66%
0.54%

20年国債利回り

‘17年3月期 ‘18年3月期

価値創造のための戦略
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具体的には、「グループ成長戦略」「グループ財務戦略」「グ

ループ経営基盤戦略」の3つに取り組んでまいります。

まず「グループ成長戦略」として、収益源泉の多様化を進め

ます。新規事業として、国内生保のM&Aや周辺金融事業への

投資などにより、新たな収益源を獲得するとともに、既存事業

の収益力強化として、T&Dアセットマネジメント、ペット&ファミ

リーの収益力の強化を図ります。また、シニアやヘルスケア、デ

ジタル等の領域で、国内生命保険事業の高度化に資する取組

みをグループ視点で進めます。

「グループ財務戦略」では、財務健全性と資本効率性を同時

に追求していくための仕組みについて検討してまいります。ま

た、「グループ経営基盤戦略」では、成長戦略と財務戦略を実

現に導くためのグループ経営基盤の強化（グループガバナン

スの高度化や人材力向上、ブランディングなど）を図ってまい

ります。2018年度において、これらの取組みを着手・実行する

ことにより、次なる成長ステージへの助走としていきたいと考

えています。

3つの戦略を有機的・一体的に推進

現行中計戦略の完遂により
中計目標を達成し、
企業価値を着実に増大

次期中計を見据え、
グループ収益の多様化・

拡大に向けた施策に着手・実行

‘14年4月 ‘16年4月 ‘18年4月 ‘19年4月

基盤強化期間

前中計 現行中計 次期中計

次なる
成長ステージへ

成長領域拡大の３年

現行中計の最終年度となる2018年度も、国内生命保険事

業をコアとする現行中計戦略の完遂により引き続き高水準な

新契約価値を実現し、企業価値を表すＥＶは、目標（2.4兆円）

を超えてさらなる増大を目指してまいります。また、次期中計

を見据え、グループ収益の多様化・拡大に向けた各種施策に

着手し、実行する1年とします。

2018年度は現行中計を完遂するとともに、次期中計につながる成果に向け、各種施策に着手・実行する1年

T&D保険グループ価値創造 ― 2018年度の取組み3.
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機動的かつ求心力のあるグループ経営を実施できる、効率

的で透明性の高い経営体制を目指し、コーポレート・ガバナン

スに関する5つの基本的な考え方（①株主が適切に権利行使

できる環境整備と実質的な平等性確保、②健全な企業文化・

風土の醸成、③経営の透明性向上、④業務執行の監督機能

の実効性確保、⑤ステークホルダーとの建設的な対話）に基

づき、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んで

います。

グループ経営の推進にあたっては、異なるビジネスモデ

ルを持つ生命保険3社を有する当社グループにあって、ホー

ルディングスと直接子会社の役割と権限を明確化しており、

ホールディングスはグループ戦略の決定、グループ経営資源

の適正な配分や資本政策の策定等の役割を担うとともに、

ERMを活用し当社グループ全体の収益・リスク・資本を経済

価値ベースで一体的に管理するなど、グループ経営管理体制

を構築しています。

機動的かつ求心力のあるグループ経営を実施できる、効率的で透明性の高い経営体制を目指す

企業価値を支える基盤 ― コーポレート・ガバナンス5.

国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）※1」の実

現に向けて、企業に期待される役割は大きく、企業が事業を

通じて、持続可能な社会の発展に貢献していく取組みが注目

されています。当社グループにおいても、持続可能な社会の

発展へ貢献するとともに、企業価値を安定的・持続的に向上

させるために優先して取り組むべき3つの「CSR重点分野」を

設定しています（右図）。

グループ各社の取組みはグループCSR委員会※2を通じ共

有するとともに、定期的に活動状況を確認・検証し、その結果

を次の計画に反映することで、継続的な改善に取り組み、グ

ループCSRの発展に努めています。
※1  2015年「国連持続可能な開発サミット」で採択された、世界の人々すべてが協力して、世界の持
続可能な発展を実現するための目標。

※2  委員長： T&Dホールディングス社長
     委員： グループ各社のCSR担当役員及び部長（社会・環境への取組みの詳細は、P.66～69をご覧
ください）。

持続的な社会の発展への貢献と、企業価値の安定的・持続的な向上を目指し、グループＣＳＲ活動を推進

企業価値を支える基盤 ― 社会・環境への取組み4.

私たちの重点分野

より良い商品・
サービスの提供

人権の尊重

地球環境の保護

価値創造のための戦略
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2018年3月期は、3期連続増配となる、1株当たり37円50

銭、総額233億円の現金配当を実施しました。加えて、2018

年5月から6月までの期間に170億円の自己株式の取得を

行った結果、2018年3月期の総還元性向は48.4%（還元総

額 403億円）となっています（2018年6月末現在）。

また、2019年3月期の配当金予想につきましては、4期連

続の増配となる40円としています。2019年3月期も「『安定的

な現金配当』と『機動的な自己株式の取得』により、実質利益

の40%以上を還元する」という中計の還元方針に基づき、株

主・投資家のみなさまの声に耳を傾け、株主還元の拡充に向

けた取組みを行ってまいります。

中計2年目の2017年度は、主要経営指標が順調に進捗

し、目標達成に向け着実な成果を残すことができた1年でし

た。2018年度においては、国内生命保険事業をコアとする現

行中計を完遂するとともに、次期中計に向け「グループ成長

戦略」「グループ財務戦略」「グループ経営基盤戦略」という

3つの戦略に基づく具体的な施策に着手し、実行してまいり

ます。

中長期的に成長する企業とは、事業を通じ社会の発展に

2018年3月期は403億円（総還元性向48.4%）の株主還元を実施

絶えず進化する社会的課題は、「挑戦すべきビジネスチャンス」

株主還元

今後の成長に向けて

6.

7.

実質利益の40%以上を毎期還元

中長期的に実質利益の30%程度

‘14年3月期 ‘15年3月期 ‘16年3月期 ‘17年3月期 ‘18年3月期 ‘19年3月期
（予想）

※「 自己株式の取得」金額は概算値。

(2016年3月期から前倒しで適用）

総還元性向

株主還元方針
引き上げ

自己株式の
取得（億円）

配当総額
（億円）

1株当たり
年間配当金

168

100

25円 25円 30円 32.5円 37.5円 40円

268

29.0%

49.5%
46.1%

40.9%

48.4%

466

384
（追加取得） 375

403

300

140
170

170
50

166
194 205

233

貢献し、適正な利益を上げていく企業であると考えています。

絶えず変化する社会的課題は、当社グループにとって挑戦す

べきビジネスチャンスです。2019年4月に迎える「T&Dホール

ディングス設立15周年」及び「新中計のスタート」に向けて、

あたらためてグループ経営理念に立ち返り、グループ役職員

一丸となって持続的に成長する生命保険グループを目指して

いきます。株主・投資家のみなさまにおかれましては、一層の

ご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。

代表取締役社長
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特集

投資家・社長
対談

T&D保険グループは、今後の10年間を見据えた

経営計画を実行しています。それらを具現化させるために

必要なことは何か？ また、ガバナンス体制の在り方について、

意見交換を実施しました。

ブラックロック・ジャパン株式会社
運用部門 インベストメント・スチュワードシップ部長

江
え ら

良  明
あ き つ ぐ

嗣  氏

代表取締役社長

上
う え は ら

原  弘
ひ ろ ひ さ

久

Special Interview
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グループ経営理念に込められた想い

江良   

2004年にT&Dホールディングスが発足して、2019年には

15周年を迎えますが、今までのあゆみも踏まえ、改めて御社

の経営理念をお聞かせください。

上原   

T&D保険グループは、1999年に太陽生命と大同生命が全

面的な業務提携を行ったことが始まりです。当時1990年代

後半は金融危機があり、生命保険業界においても数社が破

綻するという局面でした。その中でも、太陽生命と大同生命

は業界の中で非常に財務の健全性に優れ、独自性のあるビ

ジネスモデルを持つ2社という定評がありました。それぞれ

のビジネスモデルを強固にしつつ、グループとして健全性を

確保しながらさらに成長していくという共通認識のもとでス

タートしたのが当社グループです。その後、T&Dフィナンシャ

ル生命（旧東京生命）が当社グループに入り、持株会社傘下

の生保3社をコアとし、国内市場にしっかりと基盤を築いたグ

ループとして展開しています。

私たちは、「Try & Discover（挑戦と発見）による価値の創

造を通じて、人と社会に貢献するグループを目指します。」を 

グループ経営理念としています。これは2002年にグループ

の存在意義として掲げたものですが、この経営理念を改めて

グループに浸透させたいという思いがあります。原点に立ち

返って、当時、なぜ私たちは持株会社を設立し、かつ生命保険

持株会社として初めて上場した戦略的なグループでありえた

のか、4月に社長に就任して以来、このグループの原点につい

て、多くの役職員と話す機会を設けています。

江良   

今回の対談に先立って御社の設立10周年記念誌を拝見し

ましたが、当時の時代背景や生保2社が全面的業務提携をさ

れてから保険持株会社として上場されるまでの経緯が掲載さ

れており、御社を知るうえで大変参考になりました。

上原   

ありがとうございます。上場金融持株会社は、今でこそ銀

行や損害保険会社を含めてたくさんありますが、当時はまだ

まだ少なく、一般に認知されていない時代だったと思います。

そのようななかで、生命保険持株会社として、どのようなグ

ループ経営をしていけばよいか試行錯誤していました。

江良   

最初のTry & Discoverはまさにそこですね。

上原   

おっしゃるとおりです。保険持株会社を作り、上場してまさ

にTry & Discoverです。ここから新しい価値をどうやって創出

していくかということがグループ全体のテーマとしてありまし

た。幸いなことに、太陽生命と大同生命はともに非常に強い

経営基盤を持つ生保で、これが私たちの最大の強みであり、

しっかり成立させていこうという考えがありました。よって、両

社を含む生保3社を併存させることで、それぞれの保険会社

がそれぞれのマーケットにおいて「独自性」「専門性」を最大限

に発揮していく、そこを非常に意識していました。

中期経営計画と今後のさらなる成長に向けて

江良   

T&D保険グループは国内市場にフォーカスしていますが、

国内市場は少子高齢化で成長が厳しいといったさまざまな

課題があると思います。その課題をどう認識され、どう対応し

ていくのかについてお聞かせください。

上原   

現在の中期経営計画（以下、中計）は3年計画で、大きな

テーマとしてシニアマーケットへの取組み強化を掲げていま

す。少子高齢化の進展や人口減少など国内市場は縮小して

いくという見方もありますが、今後、シニア層の人口は増加す

る見込みです。傘下の生保3社がそれぞれの特化する市場に

おいて、シニア層のニーズにお応えする商品・サービスを提供
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造（CSV : Creating Shared Value）」と非常に近い考え方

だと思いますが、人や社会に関する課題の解決は、私たちの

生命保険事業の大きなビジネスチャンスにつながっていき

ます。

江良   

今のお話から、国内市場において中期的に成長は可能との

印象を受けましたが、今後、海外展開は想定されないのでしょ

うか。

上原   

当社グループは、国内での成長を第一に考えています。

日本は米国、中国に次ぐ世界第３位の生命保険市場※を有し、

まだまだ成長余地はあると考えています。先ほどシニアマー

ケットへの取組み強化についてお話ししましたが、例えば、保

険離れが進んでいるといわれている若い世代へのアプロー

チは、生保業界全体のテーマとしてあります。当社グループに

おいても、ミレニアル世代といわれているデジタルに精通した

人々とどのように接点を設けるか、若年層を取り込むための

インフラを構築した方が良いのではないか、といった議論をし

ています。

海外展開については、まず、海外市場に日本のビジネスモ

することで、まだまだ成長できると考えています。

例えば太陽生命では、2016年に発売した「ひまわり認知

症治療保険」がお客さまに大変ご好評をいただいています。

認知症については、ここ数年の間で社会の関心や理解も高

まり、その予防を含めたさまざまな対応がなされています。

太陽生命においても、この商品を販売するにあたって、お客さ

まに保険に入っていただいた時から何かあった時まで、常に

お客さまと接することができる体制を構築しました。これによ

り、お客さまやそのご家族の方などからお問い合わせがあっ

た場合に、全国にある支社から職員が直接ご自宅へおうかが

いし、保険金の支払請求等に対応するサービスの提供が可

能になりました。このように、商品だけでなく、お客さまのニー

ズが高い付加価値のあるサービスを商品と一体的に提供す

ることで他社との差別化を図っていることが、高い成果につ

ながっていると考えています。

私たちの使命は、生命保険事業を通じて社会的課題を解

決することです。事業を通じて社会の発展に貢献していく

企業、その事業を通じて適正な利益を上げていく企業、つま

り、社会と価値を共有することによって、グループ全体が持

続的に成長できると考えています。これは、「共有価値の創

グループ経営を行うにあたり、

求心力と遠心力のぶつかり合いが

あるのではと考えてしまいますが、

どのようにバランスを取っているのでしょうか。

― 江良氏

価値創造のための戦略
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上原   

傘下の事業会社は、それぞれが特化したマーケットにおい

て独自のビジネスモデルを展開し、それが当社グループの

成長の源泉となっています。一方で、ホールディングスのよう

に、株主や投資家のみなさまと直接お会いし、ご意見をいただ

く機会はなかなかありません。株主・投資家のみなさまとお話

ししていると、当社グループや経営陣への評価が明確に分か

ります。いただいたご意見を私たちホールディングスが吸い

上げて、市場規律として傘下の事業会社、グループ全体に浸

透させることが上場会社であるホールディングスの役割であ

り、今後も積極的に行っていきます。

グループ経営の大きなポイントの一つにERM経営というも

のがあります。これまではリスクは収益との兼ね合いを中心に

議論していたのですが、経済価値ベースでの収益・リスク・資

本を一体的に管理するERM経営の導入により、資本効率の観

点を含めて健全性と収益性を踏まえたリスク・リターンの経営

判断が可能になります。グループをあたかも一つの事業体と

して統合的に管理・運営するなかで、ホールディングスが傘下

の事業会社を定期的にモニタリングする態勢をとっています。

デルをそのまま持ち込むのは難しいと考えています。成長して

いるアジアや成熟している欧米においても、金融規制、税制な

どに加え、日本と一番異なるのはその風土と文化です。

これは、海外展開を否定している訳ではなく、海外では日本

にはないチャネルやビジネスモデルが作られつつあり、その

中でもITを活用するビジネスは、将来日本で応用できるもの

が出てくるかもしれません。そのような技術・サービスを提供

する企業とは、業務提携や出資を通じてノウハウを共有する

など、グローバルなネットワークの構築を考えています。
※ 出典： Swiss Re, sigma No3/2018 WORLD INSURANCE IN 2017

ERMを主軸としたグループ経営

江良   

ホールディングス（持株会社）として、どのようにグループ

経営を行っているのかおうかがいしたいのですが、傘下の生

保3社はそれぞれ専門性が高く、まったく異なるビジネスモデ

ルを有しています。それがゆえに求心力と遠心力のぶつかり

合いがあるのではと考えてしまいますが、どのようにバランス

を取っているのでしょうか。

ERM経営により、グループをあたかも一つの

事業体として統合的に管理・運営するなかで、

ホールディングスが傘下の事業会社を定期的に

モニタリングする態勢をとっています。

― 上原社長
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当社グループの事業・財務・組織等に関して理解を深めてい

ただけるよう就任時研修を実施し、就任後も知識を継続的に

深めていただけるよう役員研修会を定期的に実施していま

す。また、傘下生命保険会社の営業拠点や支払査定部門等、

さまざまな現場を視察する機会を設けることで、事業内容を

より理解していただけるように努めています。

なお、社外取締役や社外監査役の方々に現在の当社グ

ループの事業や財務等への理解を深めていただくことも重要

ですが、私たちが求めているのは、3年先や5年先を見たとき

に、現在のグループの方向性に問題はないか、グループのガ

バナンスは適切かなど、大局観を踏まえた判断をいただくこ

とです。現在、次期中計を策定していますが、社外役員とのコ

ミュニケーションは極めて大切なポイントだと思っています。

江良   

御社は任意の指名・報酬委員会を設置されていますが、ど

のようなメンバー構成になっているのでしょうか。

上原   

指名・報酬委員会は、社長と社外取締役で構成され、社外

取締役を委員長としています。今回社長に就任し、改めてこ

の委員会の設置目的から考えました。指名・報酬委員会では

傘下3生保の社長を含む役員の選任も審議の対象としていま

すが、ホールディングスの社長として常に考えなければなら

ないのは、後継者をどうするかです。グループ目線でグルー

プの経営を託せる人物の育成をノンストップで実施しなけれ

ばなりません。グループを持続的に成長させていくため、どの

ような人物に託していくのか、それが私に与えられた大きな

ミッションの一つだと考えています。

江良   

早い段階からホールディングスの幹部候補を考える必要も

あるということでしょうか。

上原   

当然必要になります。グループ構想を持ち、太陽生命・

大同生命を株式会社化し、保険持株会社を作った人たちを 

江良   

ERM経営がグループの要ということですね。

上原   

おっしゃるとおりです。定量的な共通評価軸として、グルー

プ経営ができていると考えています。一方で、定性的な基軸

であるグループ経営理念や、グループ組成の原点に立ち返っ

て上場や持株会社の意義について、グループ全体で認識を

共有し深めていきたいと考えています。

江良   

商品戦略や営業戦略は、傘下の事業会社でそれぞれ決め

ているのでしょうか。また、ホールディングスとして傘下の事

業会社をどのように評価しているのでしょうか。

上原   

商品・営業戦略は、傘下の事業会社ごとに策定します。そし

てそのPDCAとして、ホールディングスは各事業会社の実施

状況やその結果等をモニタリングしています。

各事業会社や経営陣の評価は、グループ中計として策定し

ているKPIを基に、各事業会社が年度ごとに設定する経営指

標が定量面の評価基準となります。これに加えて、各社の商

品・営業戦略に関する独自の目標に対する評価や中長期的な

成長に資する取組みを実施しているか等、定性面の評価を反

映しています。

強固なガバナンス体制

江良   

社外取締役を含む社外役員の経営への参画についておう

かがいします。生保業界は、外部の人々にとってなかなか理

解することが難しいと言われていますが、社外役員に御社を

理解してもらうための取組みはどのようにされていますか。

上原   

ご指摘のとおり、生保業界の専門用語や指標は分かりにく

い面もあると思います。社外役員の方々には、就任の際には、

価値創造のための戦略
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メッセージを今後も発信し続けていただければと思います。

上原   

ありがとうございます。投資家のみなさまから、評価いただ

いているビジネスモデルは、引き続き大切にしたいと思いま

す。国内生保事業は成熟しているといわれていますが、生保

事業が貢献できる社会的課題は多く、独自の事業戦略を持つ

グループ各社がそれを捉え、課題解決に資する商品・サービ

スをしっかりと提供していくことで、持続的な成長は今後も可

能だと確信しています。

第一、第二世代とすると、私自身はその次の世代に当たりま

す。これからの幹部候補は、グループ経営への視点を持ち、冒

頭でお話ししたグループ組成の原点にもう一度立ち返って、

どうして私たちは保険持株会社を作ったのかという問いかけ

が必要だと考えます。改めてグループ経営理念を共有・浸透

させ、それらを受け継げる人材を育成していかなければなら

ないと思っています。

江良   

先ほど市場規律の必要性について述べられましたが、市

場の声を吸い上げていくという姿勢を見せていただけること

は、投資家としてありがたいお話です。一方、市場では株主還

元が議論の中心となっており、生保事業の長期性を踏まえる

と、やや短期目線になっている印象を受けています。投資家

側も、もう少し長期的な視点で企業と対話ができればと感じ

ています。

上原   

投資家のみなさまの中には、M&Aなど新規に事業投資を

しないのであれば、より株主還元を充実してほしいという声

が強いのは事実です。

市場における私たちの経営戦略に対する評価をグループ

経営に活かすことが市場規律です。当社グループでは3年間

の中計を策定していますが、来年度から新しい中計がスター

トします。生保のビジネスサイクル自体はより長期的なもの

ですが、長期的な視点の中でも次の3年間でやるべきことは

何か、社会から求められる生保事業の役割を考え、グループ

成長のための施策を市場に発信しながら、投資家のみなさま

とコミュニケーションを深めていきたいと考えます。

江良   

一般的には、投資家が投資先である企業を選びます。その

逆はあまりないように思われますが、あえて、企業にも「株主

を選ぶ」という視点があっても良いのではないでしょうか。 

企業が発信するメッセージによってそれに呼応する投資家の

タイプも変わってきます。こうした視野のもと一貫性のある
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ビジネス概要ビジネス概要

大同生命は、さまざまなリスクから企業を守り、事業の安定と

発展に貢献するため、各企業を取り巻くリスクや必要資金準備

に対応した合理的な保障を提供しています。

また、中小企業関連団体や税理士団体などと提携し、強固な

販売体制を構築しています。

中小企業のお客さまに「最高の安心」と
「最大の満足」をお届けします

P. 36

太陽生命は、営業職員がご家庭を個別訪問してニーズをお

うかがいし、必要な保障を提供しています。

「訪問による対面サービスの強化」「時代の変化を先取りし

た商品開発」「営業職員チャネルのさらなる充実」の三位一体と

なった販売を推進しています。

市場 家庭市場

チャネル 営業職員

商品 死亡・医療・介護保障を中心とした
総合生活保障

市場 中小企業市場

チャネル 営業職員、代理店（税理士等）

商品 定期保険、就業不能保障 等

P. 32

「最優の商品・サービス」をご家庭にお届けし、
シニアマーケットでのトップブランドを構築します

価値創造のための戦略
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市場 乗合代理店市場

チャネル 乗合代理店（金融機関、来店型保険ショップ）

商品 一時払資産形成型商品（外貨参照型等）
平準払保障性商品（収入保障保険等）

T&Dフィナンシャル生命は、金融機関や来店型保険ショッ

プなど、複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店を通じ、

「給付内容を差別化した一時払資産形成型商品」及び「価格

面等で競争力のある平準払保障性商品」を提供しています。

お客さまの幅広いニーズにお応えする、
特色ある商品・サービスをお届けします

P. 40

T&Dアセットマネジメントは、金融機関を通じ投資信託を販

売する投資信託事業と、年金・機関投資家の資金を運用する

投資顧問事業を行っています。

資産運用会社としてのあらゆる側面で
一歩先を目指し、そこにさらなる価値を生み出します

P. 44

投資信託事業 販売会社（証券会社等）を通じ、幅広い投資家に
優良かつ多様な運用商品を提供

投資顧問事業 国内外の年金・機関投資家に適切な
運用ソリューションを提供

ペット&ファミリー少額短期保険は、ペットと飼い主の出会

いの場であるペットショップなどを通じてペット保険を提供し

ています。

ペットの医療費用に対する、
飼い主の皆さまのニーズにお応えします

P. 45

市場 ペット市場
チャネル 代理店（ペットショップ等）
商品 ペットの医療費用補償保険
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時代の変化を先取りした

「最優の商品・サービス」を

ご家庭にお届けする生命保険会社として、

シニアマーケットでの

トップブランドを構築します。 田中 勝英
代表取締役社長

ビジネスモデル     

太陽生命は、家庭市場における生命保険販売をコアビジ

ネスとしています。営業職員がご家庭へ直接訪問し、それぞ

れのご家庭に必要な保障を提案しています。主力商品である

「保険組曲Best」は必要な保障を自在に組み合わせることが

できる商品として2008年10月に他社に先駆け発売したもの

で、ご家庭ごとのニーズに合った保障のご提案を可能にして

います。

このように、家庭市場における強みを活かし、世帯への総

合保障を提供するビジネスモデルを確立しています。

太陽生命の強み     

太陽生命の強みは営業職員の保障性商品の販売力の高さ

です。太陽生命は営業職員が二人一組の「コンビ活動」により

個別にご家庭を訪問し、新規開拓を行うことで成長を続けて

きました。近年は高齢化や核家族化などが進み、医療・介護・

年金・就業不能等の保障に対する需要が拡大しているなか、

ご家庭との強固なつながりを活かし、保障性商品の提案を

行っています。

さらに、「ひまわり認知症治療保険」などの時代の変化を先

取りした商品を発売しており、お客さまのニーズに応える保障

をサービスと一体となって提案することで、優位性を保ってい

ます。

Strengths  強み

Opportunities  機会

• これまで営業職員が二人一組で直接ご家庭を訪問し、
   新規開拓を続けて築き上げてきた、家庭マーケットでの強固な基盤
• お客さまのニーズに応える、時代の変化を先取りした商品の提供
• シニアに優しいお客さまサービス

• シニア人口の増加
• 年金・医療・介護における自助努力の必要性の高まり
• 健康寿命の延伸やシニアの健康増進に対する意識の高まり

家庭

営業職員

直接訪問

大都市圏・地方中核都市に
地域を限定

主婦を起点とした世帯の囲い込み

豊富な顧客基盤
保有契約件数＝800万件

■ 死亡・医療・介護保障など、
   お客さまのニーズに合わせた
   自由な商品設計
■ お客さま情報に基づくライフ
   サイクルなどに応じた保障の
    提案
■ 二人一組のコンビ活動を通じ
   てきめ細やかなサービスを
   提供

太陽生命

契約業績指標の見通し
2019年3月期

保障性新契約年換算保険料※

170億円
保障性保有契約年換算保険料※

1,560億円

※ 太陽生命の経営指標で、年換算保険料のうち主に 
貯蓄系商品を除いた保障部分の合計。

価値創造のための戦略
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中期経営計画の概要        

現在の中期経営計画（以下、「中計」）は、「時代の変化を先

取りした『最優の商品・サービス』をご家庭にお届けする生命

保険会社を目指す」というビジョンのもと、「サービスの向上」

「商品の充実」「営業力の強化」の三位一体となった販売推

進により『シニアマーケットでのトップブランドを構築』するこ

とを戦略方針としています。

▍訪問による対面サービスの強化

太陽生命では、「シニアのお客さまに最もやさしい生命保

険会社になる」ことを目指して「ベストシニアサービス」を実施

しています。保険金や給付金等を迅速かつ確実にお支払い

するために、専門知識を有する内務員が直接お客さまやご家

族のもとにお伺いし、きめ細やかなサポートを行う「かけつけ

隊サービス」や、営業職員等がシニアのお客さまを年1回以上

訪問し、請求漏れの有無やご契約内容を確認する「シニア訪

マーケティング戦略

問サービス」などに取り組んでいます。かけつけ隊サービスは

2016年4月のサービス開始以降ご好評いただき、利用件数

は50,000件（2018年5月末現在）を超えました。

▍時代の変化を先取りした商品開発

今後迎える本格的な超高齢社会を見据え、2016年3月に

「ひまわり認知症治療保険」、2017年10月に「100歳時代年

金」を発売しました。また主力商品である「保険組曲Best」はお

客さまへの一生涯にわたる安心を提供するため保障の充実

を図っており、2018年4月にも働けなくなったときの保険の

範囲を拡大しました。

▍営業力の強化

太陽生命が提供する商品やサービスをより多くのお客さま

へお届けできるよう、採用・育成に取り組んだ結果、営業職員

数は前期末より40名増加し8,942名となりました。

• これまでの営業活動で
 築き上げてきた
 家庭マーケットでの強固な基盤

太陽生命の強み

• 「かけつけ隊サービス」により、高齢社会のニーズに
 合った業界最高水準のサービスを提供

訪問による対面サービスの強化

家庭マーケットの状況やニーズを
タイムリーに把握し、

今後の環境変化を見据えた
商品・サービスを適時に投入

• シニア層の人口の増加
• 一人暮らしの高齢者世帯の増加
• 年金・医療・介護における
 自助努力の必要性の高まり

成長機会
• 営業職員組織の拡充（営業所の新規出店、支部長数の
 増加）により業績を拡大
• 募集力の強化（コンビ飛込み活動）により新規顧客を開拓

営業職員チャネルのさらなる充実

三
位
一
体
と
な
っ
た
販
売
推
進

• シニアのお客さまのニーズに合った商品を提供
• 銀行窓販では、資金ニーズに加え、保障ニーズに
 応えられる商品を提供

時代の変化を先取りした商品開発

マーケティング戦略

「訪問による対面サービスの強化」「時代の変化を先取りした商品開発」「営業職員チャネルのさらなる充実」の
三位一体となった販売を推進することにより、シニアマーケットでのトップブランドを構築し、業績を拡大する。

シ
ニ
ア
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
の
ト
ッ
プ
ブ
ラ
ン
ド
構
築

業
績（
保
障
性
A
N
P・
E
V
）の
拡
大
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中期経営計画の進捗状況        

中計2年目の2018年3月期は、「ひまわり認知症治療保

険」の販売好調が続いたものの、銀行窓販チャネルにおける

販売が減少したため、保障性新契約年換算保険料は前期比

4.1%減少し163億円となりました。

また、MCEVは、新契約価値の積み上げ、国内株式の上昇

などにより、前期末から474億円増加し8,250億円となりま

した。新契約価値は主に銀行窓販チャネルの販売減少により

409億円となりました。

保障性新契約年換算保険料

（億円）

’14年3月期 ’17年3月期’16年3月期’15年3月期 ’18年3月期 ’14年3月期 ’17年3月期’16年3月期’15年3月期 ’18年3月期

200

150

100

50

0

150

120

90

60

30

0

（億円）

第三分野新契約年換算保険料

MCEV

（億円）

’14年3月末 ’17年3月末’16年3月末’15年3月末 ’18年3月末 ’14年3月期 ’17年3月期’16年3月期’15年3月期 ’18年3月期

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

253

325

181

442
409

500

400

200

100

300

0

（億円）

新契約価値

122

148 155
170

67

94

115

134 133
163

7,051

8,686

7,257
7,775

8,250

認知症治療保険の累計販売件数

32万件突破
（件）

’16年3月末 ’17年3月末 ’18年3月末

400,000

300,000

200,000

100,000

0 13,087

175,990

327,791

老後を安心してお送りいただくための商品として「ひまわ

り認知症治療保険」を2016年3月に発売し、累計販売件数※

32万件（2018年3月末時点）を超えました。「ひまわり認知症

治療保険」と「かけつけ隊サービス」による商品とサービスの

一体的な提供は、2017年には公益社団法人日本マーケティ

ング協会主催の「第9回 日本マーケティング大賞」において

「日本マーケティング大賞  奨励賞」を受賞するなど高い評

価をいただいています。

シニアマーケットへの取組み強化

※「ひまわり認知症治療保険」、「認知症治療保険」の合計。

価値創造のための戦略
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太陽生命のESGの取組み

太陽生命では、機関投資家として社会的責任をより一層果たしていくためには、投融資活動を通じて社会や環境により良い影

響を及ぼし、持続可能な社会の実現に貢献していくことが大切だと考えています。そのためESGの課題を考慮した投融資（ESG投

資）を推進しており、グリーンボンドや再生可能エネルギー関連事業、ソーシャルボンド等への投資を実施しています。

資産運用を通じた社会への貢献

健康寿命の延伸という社会的な課題にこたえるため、2016年6月より「従業員」「お客様」「社会」のすべてを元気にする取組

み、「太陽の元気プロジェクト」を推進しています。「認知症予防アプリ」の提供や「クアオルト健康ウオーキング」の普及などさ

まざまな観点から取組みを実施しています。「太陽の元気プロジェクト」は厚生労働省が主催する「第6回健康寿命をのばそう！ 

アワード」で厚生労働省健康局長優良賞（企業部門）を受賞しました。

健康増進をサポートする取組み

  

従業員を元気に

  

  

• 最長70歳まで働ける雇用制度の導入
「お客様」や「社会」を元気にするためには、「従業員」が高い意欲を持って長く元気に働ける環境を構築することが欠かせません。
2017年4月、業界に先がけて65歳定年制度及び最長70歳まで働ける継続雇用制度を導入しました。

• クアオルト健康ウオーキングを活用した従業員の健康づくり
疾病予防・健康増進に効果のある「クアオルト健康ウオーキング」を活用した従業員の健康づくりを推進しています。宿泊型新保
健指導（スマート・ライフ・ステイ）プログラムを定期的に実施するなど、健康に対する意識を高める機会を設けています。

お客様を元気に

  

  

• 「認知症予防アプリ」の提供
「認知症予防アプリ」は、歩行速度を継続的に測定し、将来の認知症・MCIのリスク予兆が発見された場合にご本人と指定された
ご家族（見まもり家族）に通知するスマートフォンアプリであり、2016年10月よりお客様への提供を開始しています。

• お客様対応力の向上
2016年度より、シニアのお客様や障がいをお持ちのお客様への対応力を高めていくために、本社及び全国の支社において認知
症サポーター養成講座、ユニバーサルマナー検定の受講を実施し、全社的な導入を進めています。

社会を元気に

  

  

• 全国各地での「認知症セミナー」への協賛
2017年度、全国4都市で開催された「認知症セミナー」に協賛しました。認知症専門医による認知症の現状や予防・治療についての
講演、認知症に携わるさまざまな立場の方々が参加するパネルディスカッションを実施し、認知症に関する情報をお届けしました。

• 「日本医師会　赤ひげ大賞」への協賛
2017年度より、「日本医師会　赤ひげ大賞」に特別協賛しています。全国の都道府県医師会が推薦する「地域住民の健康を支え
ている医師」「離島や過疎地域での活動など地域の現場医療に貢献した医師」を表彰するものです。

• 「太陽生命クアオルト健康ウオーキングアワード」の実施
2016年度より、疾病予防・健康増進に効果のある「クアオルト健康ウオーキング」を全国に普及させることを目的として、「太陽生
命クアオルト健康ウオーキングアワード」を実施しています。地域住民の健康寿命の延伸に向け、「クアオルト健康ウオーキング」
の導入を目指す自治体を公募し、受賞自治体におけるウオーキングコース整備・専門ガイド育成を支援するものです。

▲従業員によるクアオルトの活用

▲トップ画面 ▲脳トレ画面

▲認知症セミナーの開催

「太陽の元気プロジェクト」の具体的な取組み
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大同生命

当社ご契約企業は約37万社※

企業
（お客さま）
リスクマネジメント

の確立

法人会

納税協会
福利厚生制度のご案内
営業職員（約3,700人）
代理店（約13,000店）

TKC全国会

※2018年3月末現在

商工会議所・
同業種
団体等

税理士
協同組合

当社が受託している
主な福利厚生制度

法人会の経営者
大型総合保障制度

納税協会の経営者
大型総合保障制度

TKC全国会の
TKC企業防衛制度

税理士協同組合の
総合事業保障プラン

中小企業のお客さまに

「最高の安心」と「最大の満足」を

お届けします。

工藤 稔
代表取締役社長

ビジネスモデル     

大同生命は、ご契約企業37万社を有する、中小企業市場に

特化した生命保険会社です。低廉な保険料でより大きな保障

を確保できる定期保険が企業保障に最適な商品であると考

え、1970年代から開発・販売に注力してきました。

具体的には、中小企業関連団体や税理士団体と提携し、団

体の特性に応じて設計した商品・サービス（「制度商品」）のご

提供を「コアビジネス」と位置づけ、営業職員と代理店の2つ

のチャネルを通じて、中小企業の福利厚生制度としてご提供

する独自のビジネスモデルを確立しています。

大同生命の強み     

大同生命の強みは、数多くの中小企業・経営者との接点を

持つビジネスモデルの優位性に加え、充実した法人向け商品

ラインアップ、長年にわたり蓄積してきた標準保障額※に基づ

く保障性商品の推進ノウハウなど、市場開拓に適した経営資

源にあります。

また、高齢化の進展等により、法人としてだけでなく経営者

個人としての保障ニーズも拡大・多様化しており、「法人・個人

一体となったトータルな保障のご提案」を着実に実践すること

で、中小企業市場における生命保険事業の“リーディングカン

パニー”の地位をより確固たるものにします。

• ビジネスモデルの優位性
• 法人市場開拓に適した経営資源の蓄積
• 質の高いお客さま対応態勢
• 相対的に高い財務の健全性

Strengths  強み

Opportunities  機会

• お客さまニーズの拡大・多様化
 - 高齢化の進展等による就業不能保障ニーズの拡大
 - 税制改正等による、事業承継・相続対策ニーズの拡大
• 「健康増進」に関する意識の高まり
• 新たな業務革新を可能とするデジタル技術の進歩

※標準保障額
大同生命では、経営者・役員が死亡や重大疾病への罹患等により就業不能となった場合に、企業やご
家族にとって必要と想定される資金を「標準保障額」と呼び、「企業防衛のための資金（企業防衛準備
資金）」と「家族を守るための資金（役員退職慰労金準備資金）」の両面から算定しています。

契約業績指標の見通し
2019年3月期

保有契約高※

45兆2,000億円
新契約高※

6兆1,200億円

※ 個人保険・個人年金保険の契約高に「Jタイプ（無配当
重大疾病保障保険）」の重大疾病保険金額、「Tタイプ
（無配当就業障がい保障保険）」の就業障がい保険
金額及び「介護リリーフ（無配当終身介護保障保険）」と
「介護定期保険（無配当介護保障定期保険）」の介護
保険金額を含めた金額。

価値創造のための戦略
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中小企業市場における生命保険事業の“リーディングカンパニー”としての地位をより確固たるものとすべく、
コアビジネスをさらに進化させ、法人・個人両分野を一体として成長領域を開拓し、業績を拡大する。

中期経営計画の概要        

現在の中期経営計画（以下、「中計」）では、法人市場におけ

る就業不能保障分野の推進（＝“コアマーケットのさらなる深

耕”）と、経営者個人・個人事業主市場の開拓（＝“新たなマー

ケットの創出・拡大”）によりコアビジネスを進化させるととも

に、営業活動・事務の業務革新を通じ、お客さまサービスと生

産性・効率性の向上を図ることで、“安定的・持続的な企業価

値の向上”の実現を目指しています。

▍コアマーケットのさらなる深耕

近年、少子高齢化や医療技術の進展に伴い、中小企業で

は経営者の高齢化・在任期間の長期化が進行しています。こ

のような環境変化のなか、主力の定期保険に加え、就業不能

マーケティング戦略

保障の充実による“トータルな保障”の提案を一層推進し、「コ

アマーケットのさらなる深耕」に取り組んでいます。その一環

として、2017年10月には、経営者の介護リスクに備えつつ、

法人の事業資金ニーズにお応えする「介護定期保険」を発売

し、ご好評をいただいています。

▍新たなマーケットの創出・拡大

人口減少が進む一方、シニアマーケットは今後も拡大が見

込まれています。大同生命では、「介護」「相続・事業承継」な

ど、経営者や個人事業主の皆さまのさまざまなニーズにお応

えする商品・サービスのご提供を通じ、「新たなマーケットの創

出・拡大」に取り組んでいます。
（詳細は次ページの「シニアマーケットへの取組み強化」をご覧ください）

法　人

Mタイプ
（総合医療保険）

Jタイプ
（重大疾病保障保険）

Tタイプ
（就業障がい保障保険）

介護定期保険 Rタイプ・ Lタイプ
（定期保険）

介護コンシェル
（介護支援サービス）

収入リリーフ
介護リリーフ

経営者個人・個人事業主

要介護状態等による
収入減少・
介護費用負担

病気・事故による
一時的な離職

重大疾病による
離職（退職）

 要介護状態・
死亡による退職 死亡退職

 病気・事故に伴う
身体障がい状態
による退職

「売上減少リスク」に対する保障
「事業継続の危機」に対する保障

トータルな保障のご提案（大同生命独自の価値提供）

マーケット 法人契約
個人事業主
（士業等）

個人契約

商品 経営者・役員
（+経営者家族） 従業員 経営者

（+経営者家族） 役員・従業員

死亡保障

就業不能保障

医療保障

介護保障

相続・
事業（資産）承継

従前のコアビジネス

2017.10
新商品発売

前中計にて
コアビジネス化

本中期経営計画にて
コアビジネス化を目指す

成長領域として特に推進を強化
［シニア層のニーズへの対応強化］

中
小
企
業
市
場
に
お
け
る

プ
レ
ゼ
ン
ス
の一層
の
拡
大

業
績（
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有
契
約
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E
V
）の
拡
大
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▍「介護保障＋サービス」によるトータルサポート

2015年10月に、経営者・個人事業主等が要介護状態に

なった場合の収入減少に備える「収入リリーフ」、介護施設へ

の入居などによる介護費用の負担に備える「介護リリーフ」を

発売しました。あわせて、介護全般についてのご相談や介護

施設の紹介など、介護を総合的にサポートする「介護コンシェ

ル」をご提供し、商品とサービスの両面から、介護保障分野に

おける取組みを強化しています。

▍相続・事業承継のサポート

事業承継のための「企業売却」や事業拡大などに向けた

「企業買収」などを専門家がサポートする、「M&A支援サー

ビス」をご提供しています。また、経営者の高齢化に伴う相

続・事業承継をサポートする専門人材の育成・強化に取り組ん

でいます。

シニアマーケットへの取組み強化

中期経営計画の進捗状況        

中計2年目である2018年3月期は、介護定期保険など就

業不能リスクに対応した商品の販売好調により、新契約高※

は5兆2,314億円（前期比102.2%）、保有契約高※は過去最

高の42兆8,035億円（前期末比104.4%）となりました。

また、MCEVは、新契約価値の積み上げや有価証券含み益

の増加などにより、前期末から557億円増加し、1兆4,732億

円となりました。新契約価値も前期から99億円増加し、842

億円となりました。
※新契約高・保有契約高
個人保険・個人年金保険の契約高（死亡・生存保障保険金額）に、「Jタイプ」の重大疾病保険金額、 
「Tタイプ」の就業障がい保険金額及び「介護リリーフ」と「介護定期保険」の介護保険金額を加算 
した金額。

新契約高

（億円）

40,000

50,000

20,000

30,000

10,000

0

400,000

350,000

300,000

250,000

50,000

0

（億円）

保有契約高

MCEV

（億円）
15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0

1,000

800

400

200

600 607 581

346

743

842

0

（億円）

新契約価値

36,981

4,728

40,638

6,570 8,270 10,238

26,476

43,155

51,211
372,556 381,567

392,059
409,922

428,035

52,314

11,459

13,067

10,780

14,174 14,732

※就業不能保障商品は「Jタイプ」「Tタイプ」、介護保障商品は「収入リリーフ」「介護リリーフ」「介護定期保険」の合計。
’14年3月期 ’17年3月期’16年3月期’15年3月期 ’18年3月期 ’14年3月末 ’17年3月末’16年3月末’15年3月末 ’18年3月末

’14年3月末 ’17年3月末’16年3月末’15年3月末 ’18年3月末 ’14年3月期 ’17年3月期’16年3月期’15年3月期 ’18年3月期

新契約高
うち就業不能・介護保障※

保有契約高
うち就業不能・介護保障※

11,929 17,643 24,559 32,888
56,529

価値創造のための戦略
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大同生命と業務提携関係にある、CYBERDYNE株式会社

が開発・提供するロボットスーツ「HAL®医療用下肢タイプ」に

よる所定の難病治療を保障する新商品「HALプラス特約」を

2017年7月に発売しました。本特約は、「Mタイプ（総合医療

保険）」に付加する特約で、業界初※の先進的な保障内容が多

くのお客さまにご好評いただき、付加契約が

26万件を超えました。（2018年3月末時点）
※大同生命調べ

健康寿命の延伸に向けて

大同生命のESGの取組み

ESG投資

社会性・公共性が高い生保資金を運用する機関投資家とし

て、投融資活動を通じた持続可能な社会の実現への貢献は、

最も基本的な責務の一つと考えています。2016年11月に署

名した国連の「責任投資原則（PRI）」も踏まえ、ESG投資への

取組みを推進しています。2017年度の主な実績としては、環

境問題の解決に資する事業を支援する「グリーンボンド」や、

「太陽光発電事業向けファンド」、「中堅・中小企業等に経営

支援を行うファンド」への投資が挙げられます。

▍健康経営®の普及に向けた取組み ― DAIDO KENCO ACTION

大同生命は中小企業による「健康経営®※」の実践を支援することで、中小企業とそこに働く人々が活き活きと活躍できる社

会づくりへの貢献と、わが国の高齢化社会が抱える課題解決への貢献を目指しています。 「健康経営®」を支援する企業・団体

との協働の輪を広げ普及・浸透できる態勢を構築しているほか、独自の「健康経営®」実践ツール 大同生命「KENCO SUPPORT 

PROGRAM」を提供しています。

HAL®医療用下肢タイプ

01
健康経営
宣言

02
健診受診
を促進

05
インセン
ティブ

03
発症リスク
分析

04
健康促進
ソリューション

健康経営宣言を社内で共有

健診機関の紹介・
予約代行

毎日の活動量を
自動記録・見える化

優待価格での健康
関連商品・サービス

健康行動で
ポイント取得

食事管理と
栄養士のアドバイス

健診結果の
履歴管理

ストレスチェック

健康みらい予報

管理者メニュー

大同生命
「KENCO SUPPORT PROGRAM」 

　大同生命「KENCO SUPPORT PROGRAM」
は、株式会社バリューHRを中心に、専門的な技
術やノウハウを有する多くの企業の協力を得て
開発しました。
　経営者による「健康経営宣言」の社内共有、
健康診断の受診促進、健康リスクの分析、健康
促進ソリューションの提供、インセンティブの提
供など、経営者と従業員それぞれにとって必要
な機能をフルに備えたもので、「健康経営®」の
PDCAを一貫して支援できる、中小企業向け総
合プログラムです。

▍「HALプラス特約」の発売

※「健康経営®」とは、企業が従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に従業員の健康管理・健康づくりを実践することです。「健康経営®」は特定非営利法人 健康経営研究会の登録商標です。
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ビジネスモデル     

T&Dフィナンシャル生命は、金融機関や来店型保険ショッ

プなど、複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店を通じ

た保険商品の提供に特化した生命保険会社です。

乗合代理店チャネルを通じた生命保険販売における確固

たるブランドの確立を目指し、「商品ラインアップの多様化」

「代理店販売網の拡大」「お客さまサービスの向上」を推進し

ています。

T&Dフィナンシャル生命の強み     

国内生命保険市場は、人口の少子化高齢化の進展や単身

世帯の増加を背景に、シニアのお客さまの、退職後の資産形

成ニーズや医療保障ニーズ、就労・子育て世代のお客さまの、

もしもの時や働けなくなった時の保障へのニーズが高まって

います。

T&Dフィナンシャル生命が注力する乗合代理店チャネル

は、今後も大きな成長が期待される分野です。本チャネルの

販売網を拡大し、強みである商品開発力を活かした競争力の

ある商品をお客さまに提供することで、低金利が継続する厳

しい金融環境においても、持続的な成長を目指します。

T&Dフィナンシャル生命

代理店サポート

■ ホールセラーによる商品・販売研修
■ サポートデスクによる販売サポート
■ ITを活用した代理店支援システム

コールセンターによる
お客さまサポート

お客さまサポート

チャネル特性に応じた商品の供給

保険商品のご提供

お客さま

販売チャネル

金融機関・来店型保険ショップ等

• 乗合代理店チャネルへの経営資源の集中、
 有力な金融機関等代理店チャネルを保有
• 給付内容を差別化した商品開発力
• 効率化したシステム態勢

Strengths  強み

Opportunities  機会

• 高齢化の進展等に伴う資産形成ニーズ、医療保障ニーズの拡大
• 新しい販売チャネルの台頭（銀行窓販、ネット、来店型ショップなど）、
 来店型ショップへの異業種の新規参入など市場の変化

拡大する乗合代理店市場を通じて、

お客さまに評価される、

特色ある商品・サービスを提供し、

持続的な成長を目指します。

板坂 雅文
代表取締役社長

契約業績指標の通期見通し
2019年3月期

保有契約高

2兆4,200億円
新契約高

5,100億円

価値創造のための戦略
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中期経営計画の概要        

T&Dフィナンシャル生命では、「商品ラインアップの多様化

による一時払資産形成型商品及び平準払保障性商品の販

売高伸展」、「銀行代理店及び来店型ショップ代理店の販売

網の拡大」及び「必要な分野への経営資源投入による、商品

開発・システム・営業・事務体制の強化」を中期経営計画（中

計）のマーケティング戦略として掲げ、さらなる企業価値（EV）

の成長を目指しています。

具体的には、強みである商品開発力を活かし、「給付内容を

差別化した一時払資産形成型商品」及び「価格競争力のある

平準払保障性商品」をタイムリーに市場に投入していきます。

また、営業戦略面では、チャネルの開拓・拡大を推進するとと

もに、代理店支援担当者・代理店本部担当者の体制の拡大

や、来店型ショップ担当チームの設置により、チャネルの深耕

を図っていきます。

また、高齢者等に配慮した事務・サービスの改善や、適切な

保険金等のお支払い、コールセンター対応力の向上に取り組

むなど、お客さまの視点に立った、正確かつ迅速な対応によ

マーケティング戦略

り、お客さまサービスを向上していきます。

2017年度は、お客さまの資産形成ニーズにお応えする商

品として、５月より、円金利を活用した一時払終身保険「生涯

プレミアムジャパン４」と海外の金利と為替を活用した外国為

替連動型の一時払終身保険「生涯プレミアムワールド４」を発

売しました。また、12月には、海外の金利と為替を活用した外

国為替連動型の一時払個人年金保険「ファイブテン・ワール

ド」を発売しました。

サービス面においては、お客さまの利便性向上の観点か

ら、一部代理店において新契約申込手続のペーパーレス化

の開始、正確・迅速な保険金等のお支払いを実施するための

保険金支払査定システムの拡充等に取り組んだほか、ご高齢

のお客さま及び障がいのあるお客さま向けのサービスのさら

なる向上に向け、「高齢者及び障がい者向けのサービス向上

ワーキンググループ」を設置し、さまざまな取組みを検討・推

進しました。

金融機関等代理店 来店型ショップ代理店

メイン
ターゲット

販売体制

事務
システム

商品
コンセプト

・  リタイアメント世代 
（60歳台以上のアッパーマス層）

・  就労・子育て世代 
（20～40歳台）

・代理店の開拓・拡大

・  給付内容を差別化した 
一時払資産形成型商品

・  価格面等で競争力のある 
平準払保障性商品

・  代理店支援担当者・ 
代理店本部担当者体制の拡大

・  来店型ショップ担当チームの 
設置

・  お客さまサービス（特にシニア向けサービス）の強化
・  販売支援に資する事務・システム、ITの活用等による総合力強化
・  効率的な事務処理の実現（事務システム再構築による新システムの稼働）

乗合代理店
市場での

プレゼンス拡大

業績
（新契約高・
EV）の拡大

商品

営業

サービス

マーケティング戦略
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中期経営計画の進捗状況        

中計2年目である2018年3月期は、一時払資産形成型商

品の新商品投入効果や平準払保障性商品である収入保障

保険の浸透に加え、これらの商品提供を通じて金融機関や来

店型保険ショップ等の開拓に努めたこと等により、新契約高

は前期から1,192億円増加し、3,547億円と大幅増加となり

契約業績指標の推移

ました。保有契約高も新契約高の増加等により、前期末から

1,733億円増加の2兆527億円となりました。

なお、金融機関と来店型保険ショップ等を合わせた提携代

理店数は、2018年3月末現在で142店となりました。

新契約高

※1 金融機関は銀行、証券会社、信用金庫。
※2 フランチャイズ店を含む。

4,000

2,000

0

（億円）

’14年3月期 ’17年3月期’16年3月期’15年3月期 ’18年3月期

平準払商品
一時払商品

3,547

2,3542,362

3,226

2,449

24,000

12,000

0

（億円）

’14年3月末 ’17年3月末’16年3月末’15年3月末 ’18年3月末

20,527
18,79318,08718,06418,485

160

80

0

（店）

’14年3月末 ’17年3月末’16年3月末’15年3月末 ’18年3月末

142
130 134 137

119

保有契約高 乗合代理店
その他

参考： 提携代理店数 金融機関※１

来店型保険ショップ※２

2018年3月期の新契約価値は、新契約高の増加やERMの活用による機動的な商品改定の実施等により、国内の低金利環境

が継続するなかにおいても、前期比33億円増の42億円と大きく回復しました。MCEVは前期末から51億円増加し、1,026億円と

なりました。

新契約価値とMCEVの推移

新契約価値

（億円）

42

30

23

35

9

1,200

800

400

0

50

40

30

20

10

0

（億円）

1,026
974934958923

MCEV

’14年3月期 ’17年3月期’16年3月期’15年3月期 ’18年3月期 ’14年3月末 ’17年3月末’16年3月末’15年3月末 ’18年3月末

価値創造のための戦略
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▍多様化するお客さまニーズにお応えする商品

○   「生涯プレミアムジャパン4」（無配当終身保険）と「生涯プレミアム
ワールド4」（無配当外国為替連動型終身保険）

  両商品は、「ふやす」「つかう」「のこす」という特長を持っています。ご
自身で「つかう」お金とご家族に「のこす」お金を準備できるほか、介
護年金支払移行特約を付加することにより、介護年金を終身にわた
り受け取ることも可能です。

○   「ファイブテン・ワールド」（無配当外国為替連動型個人年金保険）
 本商品は、「ふやす」「わたす・うけとる」「のこす・そなえる」という特長を持っています。
 ・ 生存給付金支払移行特約の付加により、運用成果を生前贈与として生存給付金受取人に「わたす」ことが可能
 ・ 保険金最低保証特約の付加により、据置期間中の死亡保険金額を円で最低保証して「のこす」ことが可能
 ・ 年金払介護保障特約の付加により、介護保険金額を円で最低保証して「そなえる」ことが可能

▍ シニアや障がいのあるお客さまに配慮した事務・サービスのご提供

○  高齢者及び障がい者向けのサービス向上ワーキンググループにおいて、2017

年度は主に以下の取組みを実施しました。
 ・  お客さまの「第二連絡先」の登録推進のため、お客さま全員に送付するガイド

ブックにて「第二連絡先登録制度」をわかりやすくご案内
 ・  署名代行（代筆）時に指定可能な親族がいない場合等、親族以外※による署

名代行（代筆）の取扱い実施に加え、職員による代筆を可能とする取扱いを
開始

   ※血縁関係のないホームヘルパー・施設委員・民生委員など。

 ・  耳の不自由な方への対応として、新たに本社ビル総合受付に「耳の不自由
なお客さま専用の呼出ボタン」及び筆談の対応が可能であることを示す「耳
マーク」を設置

▍参考： 「お客さまの声」を経営に活かす取組み

○  お客様サービスセンターを通じて寄せられたお客さまの声（苦情・ご意
見・ご要望）を一つひとつ真摯に受け止め、改善に取り組むことにより、
お客さまサービス・業務品質の向上に努めています。

○  お客さまからの相談・苦情について、その内容、発生原因等の分析を行
い、その分析結果を基に苦情の未然防止及び再発防止、並びにお客さ
まサービス向上に向けた業務プロセス改革を推進することにより、お
客さま保護に資する適切な業務運営態勢を整備するため、「苦情再発
防止委員会」を毎月開催しています。

社会のニーズにお応えする商品・サービスの提供

T&Dフィナンシャル生命のESGの取組み 

ファイブテン・ワールド生涯プレミアムワールド4生涯プレミアムジャパン4

第二連絡先登録制度の概要

T&D
フィナンシャル生命

「第二連絡先」登録 後 は

ご契約者さまと連絡が取れない場合、
お手続き等に時間がかかることも

ご契約者さま

ご契約内容・お支払手続き等、
各種通知物

「第二連絡先」ご登録者さまに、
ご契約者さまの連絡先をお伺いします。

「第二連絡先」
ご登録者さま

ご契約者さま
ご契約内容・お支払手続き等、

各種通知物

T&D
フィナンシャル生命

すみやかなお手続きが可能になります！

お客さまの声に対応するための仕組み

お客さま

お客様相談課

苦情再発防止委員会

社内関連部門金融機関・来店型保険ショップ等代理店 サービス監理委員会

お客様サービスセンター

苦情・相談
照会

相談・照会 報告

改善指示

苦情等の
内容確認
苦情等の連携

報告

回答

報告
指示

コンプライアンス部顧問弁護士
照会
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T&D保険グループのアセットマネジメント事業を

担う中核会社として、お客さまから信頼される

資産運用会社を目指します。

通期業績指標の見通し
2019年3月期

実質営業収益

33億5,000万円

藤瀬 宏
代表取締役社長

ビジネスモデルと中期経営計画の進捗状況     

T&Dアセットマネジメントは、銀行や証券会社を通じて投資

家に投資信託を販売する投資信託事業及び、投資顧問契約

を締結し年金・機関投資家の資金を運用する投資顧問事業を

行っています。

現在の中期経営計画では、戦略方針「Make a Difference」

に基づく運用力・商品企画力の差別化により一層の競争力強

化を図っています。

2018年3月期は、前年度に引き続き私募投信を中心に運

用資産残高が好調に拡大し、投資信託運用資産残高は、前

期末より1,189億円増加し、1兆1,829億円となりました。

収益面においては、運用資産残高の増加により実質営業

収益が32億円と、24.4%の増加となりました。

今後も、T&D保険グループのアセットマネジメント会社とし

て、グループの生命保険会社の資産運用と外部のお客さまの

資産運用を事業の2本柱として取り組んでまいります。

T&DアセットマネジメントのESGの取組み     

T&Dアセットマネジメントは、ESG（環境・社会・ガバナンス） 

リサーチに基づいた銘柄選択によりESGに優れた企業に選別

投資することで、中長期的に市場平均を上回る投資リターン

の獲得を目指すと同時に、環境負荷の低減や健全な社会の実

現に資する企業への投資を通じて持続可能な社会形成に貢献

する「日本株式ESGリサーチファンド」を設定・運用しています。

（事業別）実質営業収益の推移

（百万円）

‘14年3月期 ‘17年3月期‘16年3月期‘15年3月期 ‘18年3月期 ‘14年3月末 ‘17年3月末‘16年3月末‘15年3月末 ‘18年3月末

2,544
2,154

818

781

702 612

1,782 1,976

634

2,586

3,362

2,935

2,484 2,589

3,220

3,234 2,759

6,138

4,554
4,102

8,232

2,032 2,408

9,369

2,459

9,373

7,313
6,134

10,640

11,8294,000

3,000

2,000

1,000

0

12,000

8,000

4,000

0

（億円）

運用資産残高（投資信託）の推移
公募投信
私募投信

投資信託事業
投資顧問事業

価値創造のための戦略
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ビジネスモデルと中期経営計画の進捗状況

ペット&ファミリー少額短期保険は、ペットと飼い主の出会

いの場であるペットショップなどを通じてペット保険を提供す

る会社です。

現在の中期経営計画では、コアチャネルと位置づけるペッ

トショップの開拓・拡販に注力するとともに、チャネルの複線

化による営業基盤の強化に取り組み、業容の拡大と収益性の

向上を図っています。

2018年3月期の新契約件数は3万1,283件（前期3万

1,534件）、加えて継続契約も順調に推移したことにより、保

有契約件数は13万1,024件（前期末11万5,827件）と着実に

増加しました。また、順調な契約業績を反映し、正味収入保険

料は前期より8億円増加し44億円と、現行中期経営計画開始

前（2016年3月期）の水準から概ね1.5倍となりました。

今後も需要拡大が見込まれるペット保険市場において、安

定的・持続的な成長を実現するため、ペットショップチャネルを

中心とした営業基盤の拡大とともに、競争力のある商品及び

充実したサービスを提供してまいります。

ペットショップチャネルを中心とした営業基盤の

拡大・強化によるペット保険の普及を通じて、

ペットの医療費に対する

飼い主のニーズにお応えします。

ペット&ファミリー少額短期保険のESGの取組み     

西田 正統
代表取締役社長

保有契約件数の推移

（万件）

1,822
2,312

2,943

3,571

4,455

11.5

9.6

7.6

6.0

13.1

15

10

5

0

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

正味収入保険料（ペット保険）の推移

（百万円）

’14年3月末 ’17年3月末’16年3月末’15年3月末 ’18年3月末 ’14年3月期 ’17年3月期’16年3月期’15年3月期 ’18年3月期

通期業績指標の見通し
2019年3月期

保有契約件数

14万5,000件
新契約件数

3万2,000件

ペットの飼い主に対する病気・ケガの予防・啓蒙活動の一環として、ペットライフを充実させるための情報や身近な疑問を分かり

やすく紹介したコンテンツ「Pet News Storage」をホームページに掲載しています。
https://www.petfamilyins.co.jp/pns/
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グループ会社
2018年3月31日現在

T&D保険グループは2018年3月31日現在、T&Dホールディングス、子会社16社及び関連会社3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。

保険及び保険関連事業
【7社】

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）

資産運用関連事業
【7社】

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）
■ 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）
 他　子会社・関連会社等3社

総務・事務代行等関連事業
【5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）
●  Thuriya Ace Technology Company 

Limited

   （保険会社向けの情報技術、情報技術シス 

  テム及びソフトウェアソリューションの設計、
開発等の業務）

■  連結子会社　　● 持分法適用の関連会社

価値創造のための戦略
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