
G

E

S

66 人権の尊重
67 お客さま満足度の向上に向けて
68 責任ある機関投資家
69 地域・社会への貢献

社会

SOCIETY

48 社外取締役鼎談
54 コーポレート・ガバナンス
60 ERM（Enterprise Risk Management）
62 マネジメント体制
65 IR活動の紹介

ガバナンス

GOVERNANCE

69 地球環境の保護
環境

ENVIRONMENT 

企業価値を支える基盤

 T&D Holdings ANNUAL REPORT 2018 47T&D Holdings ANNUAL REPORT 2018   47



GOVERNANCE

T&Dホールディングスのコーポレート・ガバナンス、持続的な成長を実現するうえでの課題や、
社外取締役としての役割などについて、3人の社外取締役にお話しいただきました。

社外取締役鼎
て い だ ん

談

持続的な成長を支えるコーポレート・ガバナンス

社外取締役

檜
ひ が き

垣  誠
せ い じ

司
株式会社りそなホールディングス取締役
兼代表執行役社長、株式会社りそな銀
行取締役副会長等を歴任。2018年6月
に当社取締役就任。

社外取締役

松
ま つ や ま

山  遙
はるか

弁護士。日比谷パーク法律事務所パート
ナー。2013年6月に当社取締役就任。

社外取締役

大
お お ご

庫  直
な お き

樹
マッキンゼー・アンド・カンパニーのパート
ナーを経て、ルートエフ株式会社を設立、
代表取締役に。2017年6月に当社取締
役就任。
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T&Dホールディングスのガバナンス体制

松山   

まず、当社のコーポレート・ガバナンスについてですが、 

ガバナンス体制は、2004年にT&Dホールディングスを設立・

上場した時に、それまであったものをすべて見直して、グルー

プとしての仕組みをしっかり構築していますね。持株会社が

傘下の子会社を監督するという本来的な役割も、当社の場

合、太陽生命と大同生命という大きな事業会社が下にあり、

持株会社のもとお互いに緊張感を持って監督し合う仕組みに

なっており、とても良くできていると思います。

また、コーポレートガバナンス・コードの施行で役員報酬制

度や指名のプロセス、社外取締役の活用等、さまざまな議論

がなされていますが、当社ではすでに、かなり整理されている

印象です。

大庫   

取締役会についても、本当に皆が真面目に活発に議論して

いますね。どのような体制にするかが本質ではなくて、実際そ

れを運営できているかどうかの方がよほど重要ですが、それ

は、さまざまな立場の方がいろいろな意見を言える場になっ

ているかどうかだと思います。当社はそれができている会社

だと私は感じており、強みであると言えますね。

檜垣   

確かにガバナンスは形ではありません。委員会等設置会

社、社外取締役や女性取締役の人数などが注目されますが、

本質的なものは何かというと「社風」ですね。例えば、上層部

に悪いところがあれば悪いと言える、あるいはグループ内

の他社がやっていることに対し意見が言えるかどうかです。

2018年6月に取締役に就任してまだ間もないですが、当社グ

ループの場合、太陽生命、大同生命、T&Dフィナンシャル生命

という3つの子会社が並存しており、お互いについてもっと意

見を言っていけばより良くなると感じています。

松山   

取締役会は、特にリスク管理や、子会社の監督の仕組みが

しっかりしていますし、事前説明を含め、報告される内容も充

実しているので、非常に進んでいるように思います。

役員報酬制度や指名のプロセス、

社外取締役の活用等、当社ではすでに、

かなり整理されている印象です。

― 松山取締役
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GOVERNANCE SOCIETY ENVIRONMENT

中長期の戦略・課題

檜垣   

T&D保険グループは、保険業界の中では「独自の立ち位置」

「堅実経営」のイメージが大きかったのですが、取締役に就

任してみて、「独自の立ち位置、はその先駆性の結果」「堅実

さ、は真面目な社風の結果」だと受け止めています。

ただ、「先駆性」はすぐ「陳腐化」しますし、「真面目さ」は「群

れの中の安定」につながりがちです。当社グループの経営

理念のとおり、「Try & Discover」がますます大事になるで

しょう。

松山   

そうですね。少子高齢化や超低金利という厳しい環境や、

大手生保による中堅生保の買収といった動きがあるなか、 

グループが持つ独自性と専門性のあるビジネスモデルを活

かし、先手を打っていくべきだと感じています。

大庫   

太陽生命の場合、ターゲットにしているシニアマーケットは、

今後10年程度はまだ人口が増えます。これは、全体の人口減

少の動きとは逆の動きをしますので、マーケットは、まだまだ堅

調に推移するととらえています。

大同生命は「企業保障のエキスパート」として、中小企業

のさまざまなリスクに対応する保険商品を提供しています。 

中小企業は日本の企業の大宗を占め、また、新たに創業する

企業も決して少なくはないので、新しい成長カーブが見つか

るのではないでしょうか。

T&Dフィナンシャル生命についても、シニア層は金融資産

が多いので、シニア層が増えると市場のパイは広がります。 

そういった意味で、成長市場をターゲットにしており、構造的

にはとても有利です。

大庫   

取締役会とその事前説明で月2回は必ず集まり、本当に高

い頻度で議論していますね。そういう意味では社外の目を加

えた議論が徹底されていると感じます。また、さまざまな分析

資料も充実しています。これでもかというぐらい事前に送られ

てきて、こんなに生真面目にやっているのかというのが正直

な印象でしたね。

檜垣   

取締役会以外の場でも活発に議論できる場があるとあり

がたいですね。取締役会は法的な機関決定の場ですので、 

そこでの議論に先立ち、ざっくばらんに意見交換を行う場が

あるとなお良いです。

大庫   

確かにあえて課題を挙げるとすればそこですね。現状の 

経営の課題設定に漏れがないとも限らないわけで、その課題

を真摯に議論する場を作っていくのが良いと思います。
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檜垣   

商品・サービスはお客さまニーズから発生するものです。 

家庭の中にはお父さんが中小企業のオーナーをされている

ところもあるかもしれないし、息子さんはサラリーマンかも 

しれないし、奥さんは専業主婦かもしれない。家庭の中で生

じているニーズというのは、どの会社のものでもありません。 

今後の成長を考えるときに、例えば、現在太陽生命と大同 

生命で行っているようなクロスセルを、各社のターゲットに応

じた戦略の中で拡大させていくのも一案です。

松山   

今までは、個々の事業会社がそれぞれの強みを活かし、 

成長してきました。一方、今後の10年、20年を見据えた場合、

T&D保険グループの在り方について、次の中計を作るこの 

タイミングで改めて皆で議論することも重要だと思います。

例えば、M&Aをするのであれば、それをホールディングスで

どうマネジメントしていくのか、ということが課題になってくる

でしょうね。

大庫   

一般論として、例えば中計を作っていくときに、業界一番

手、二番手の会社はマクロトレンドに影響されてしまい、結果、

業績は平均値に近づくと言われていますが、当社グループの

ような、ある種ニッチの塊のようなグループは、それぞれの

隙間をどうやって埋めていくかということで成り立つと私は

思っています。当社グループにはさまざまなポテンシャルが

あるので、徹底的にニッチを追求し、ある種のスキマビジネス

を成立させるというのが一つ。一方でせっかくユニークな3つ

の生保会社が集まっているのですから、それを「てこ」にして、

新たなビジネス機会を創造することができれば、これは次期

中計において、満点に近いものになるのではないかと思いま

す。1+1+1をさらに大きくしていければ、そんな風に考えてい

ます。

檜垣   

私も大庫さんの見方に同感ですね。T&Dは大変特徴のある 

生保グループで、他の生保グループとは異なります。ライバル

に縛られず思うとおりにやれるのではないでしょうか。

ビジネスは既存事業か新規事業かの二者択一ではありま

せんが、既存事業だけでは環境変化やリスクに気付かないま

ま立ち行かなくなることもあり得ます。また、新規事業で「他

流試合」を行わないと人材育成にならず、新しいことに手を出

さないでいると、皆が保守的な仕事しかできなくなってしまう

恐れもあります。無謀なチャレンジの必要はありませんが、今

やっていることから、これならできそうだという分野へ拡張し

ていくべきではないでしょうか。

ユニークな3つの生保会社を「てこ」に、

新たなビジネス機会を創造することが

できればと考えています。

― 大庫取締役
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大庫   

社内で議論していると、皆さん発想が近くなってきて、ある

種の自縄自縛に陥ってしまう可能性があります。私は社外の

視点で、例えばマーケットのトレンドをどのように咀嚼すべき

なのか、そういったことが提供できる付加価値だと考え、社外

取締役を務めています。

また、新たな飛躍が次期中計のテーマだと考えており、その

中で、新しい経営モデルを作ることを支援する役割を担って

いきたいですね。それは他社を真似るのではなく、クリエイト

です。どこかの会社をベンチマークにしてもつまらないですし、

「こんなのほかにはないだろう」というものを作ることがこの

会社の生き方で、それをお手伝いするのが与えられた使命だ

と考えています。

松山   

ITやAIの活用についても、今は雲をつかむような抽象的な

話ばかりですが、ある時それが一気に進むような気がします。

その時に乗り遅れないように準備をしておかないと、画期的

な技術やサービスが出てきたときに対応するのがすごく大変

だと思います。

これまで金融機関同士が横並びでやってきたところへ、 

金融・生保以外の業界から競合する企業が登場する可能性も

あり、新しい技術へのキャッチアップと人材の手当てについて

は注意する必要があります。

大庫   

お客さま自身がどのようなことをしてほしいのか、お客さ

まのニーズに立ち返ることも大切だと思います。そのうえで、

AIやデータサイエンスなどのデジタル系の技術をどうやって

使っていくかを考えていけばよいと思います。

社外取締役としての役割

少子高齢化で国内生保市場は

縮小していくという見方もありますが、

私はまだまだ肥沃だと考えています。

― 檜垣取締役

GOVERNANCE SOCIETY ENVIRONMENT
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松山   

「持株会社としてどうあるべきか」がグループ全体の課題

であり、これから新社長のもとで議論していくタイミングだと

思います。親会社と子会社の関係のあり方などが焦点になっ

ているなかで、私は弁護士としてそういう分野の専門でもあ

るので、お役に立てると思います。

持株会社のあり方を考えるということは大変な一歩です。

持株会社と傘下の事業会社との関係をどう構築していくか、

また、そこを変えていく場合は、社内のメンバーだけではなか

なか議論が進まない可能性がありますが、社外取締役とい

う独立した立場からですと、あるべき論を語りやすいですし、 

考えを理解していただきやすいと思います。

檜垣   

少子高齢化で国内生保市場は縮小していくという見方

もありますが、私はまだまだ肥沃だと考えています。例えば、 

健康に関するテレビ番組をかなり見かけますが、それに比べ

るとお金に関する番組は少ない印象です。現在の日本の社

会問題は、長生きすることに伴うリスクや困難に起因します

が、そこには必ずお金にまつわる問題があり、お客さまのニー

ズがあります。T&D保険グループの次のステージは、そこで

お客さまのニーズに的確な答えを提供できる態勢を作って

いくことです。人口減少社会など「縮む日本」とも言われるな

かで、次なるステージを目指し奮闘するT&D保険グループの 

一員として、外部の視点から成長を後押しする役割を果たせ

たら、と思っています。
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持株会社である当社は、グループ戦略の決定、グループ 

経営資源の適正な配分及び資本政策の策定などの役割を

担うとともに、傘下会社である太陽生命、大同生命、T&D 

フィナンシャル生命を中心として、T&Dアセットマネジメント

及びペット＆ファミリー少額短期保険を加えた5社（以下、 

「直接子会社」）に関する経営上のリスクを的確に把握し、 

当社グループ全体の収益・リスク管理などを徹底し、グループ 

経営管理体制の構築に取り組んでいます。

一方、独自の経営戦略を有する直接子会社は、自社の強み

を活かすマーケティング戦略の決定と事業遂行を通じて、独

自性・専門性を最大限発揮し、当社グループ企業価値の増大

に努めています。

このように、当社グループは、当社と直接子会社の役割と

権限を明確化したうえで、グループ経営を推進しています。

グループ経営の推進

T&Dホールディングスのコーポレート・ガバナンスのあゆみ

コーポレート・ガバナンス

2004年 2006年 2010年 2012年 2013年 2015年 2017年 2018年
4月
• T&Dホールディングス
 設立

6月
• 執行役員制度を
 導入、監督と執行の
 責任を明確化

6月
• 社外役員全員を
   独立役員に指定

6月
• 役員報酬制度として、
 株式報酬型ストック
 オプションを導入

6月
• 社外取締役を1名
 から2名へ拡充

6月
• 社外取締役を2名
 から3名へ拡充

6月
• 役員報酬制度として、
 信託型株式報酬
 （BIP （Board 
 Incentive Plan）
 信託）を導入

※株式報酬型ストック
    オプションは廃止

1月
• 指名・報酬委員会
 の設置

8月
• 取締役会の実効性
 評価の開始

10月
• 「コーポレート・ガバ
 ナンス基本方針」の
 制定・公表

22

1 1

2

1

2

1

2 2 2 2

社外取締役（名） 社外監査役（名）うち女性社外取締役（名）

2

（1）
2

（1）

3

（1） （1）

3

当社は、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ことを
基本的な考え方とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
そうしたなか、上場会社に適用される「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨を尊重し、主な原則等に対する
当社の取組方針を「コーポレート・ガバナンス基本方針※」に定めています。

※「コーポレート・ガバナンス基本方針」については当社ホームページをご覧ください。

http://www.td-holdings.co.jp/company/governance/

全取締役人数
8 9 9 10 11 11 12 12

全監査役人数
4 4 4 4 4 4 4 4

GOVERNANCE SOCIETY ENVIRONMENT企業価値を支える基盤
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株主総会

取締役会

社長

各部門
経営企画部・事業推進部・経営管理部・広報部・総務部・リスク統括部

報告
意見具申

連携

指名・報酬委員会

グループコンプライアンス委員会

グループCSR委員会

グループ戦略会議

会
計
監
査
人

選任
解任

選任
解任

選任
解任

グループリスク統括委員会

グループERM委員会 グループIT戦略委員会

報告

報告

会計監査相当性の判断

監査役
監査役会監査

内部
監査

監査役室

内部監査部

外
部
監
査

1

2

3

5

6

経営会議4

当社は、取締役会において経営の重要な意思決定及び業

務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社として、取

締役会から独立した監査役及び監査役会により、取締役の職

務執行状況等の監査を実施しています。

また、業務執行能力の強化を目的に執行役員制度を導入

し、監督と執行の責任の明確化を図ることで、取締役会のガ

バナンス機能を強化しています。

さらに、当社では、役員の選任及び役員報酬等に関する公

正性・妥当性について審議し、経営の透明性の確保及び説明

責任の向上を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報

酬委員会を設置しています。

コーポレート・ガバナンス体制

1  株主総会 株主総会は、株主によって構成される当社の最高意思決定機関で、当社グループの事業報告、連結及び単体の計算書類の報
告、並びに剰余金の処分や役員の選任などの法令及び定款に定める重要事項の決議が行われます。定時株主総会は毎年1回
開催されます。

2  取締役会 開催回数： 21回
取締役会は、すべての取締役をもって組織され、当社の業務執行に関する重要事項を決定し、取締役及び執行役員の職務の執
行を監督します。

3  監査役・監査役会 開催回数： 16回
監査役は、取締役の職務の執行を監査し、会社の健全な経営に資するために取締役及び取締役会に対して提言、助言、勧告を行
います。
監査役会は、すべての監査役をもって組織され、監査に関する重要な事項について各監査役から報告を受け、協議を行い、決議
します。

4  経営会議 開催回数： 50回
経営会議は、会長、社長及び執行役員で構成され、グループの経営管理に関する重要な事項の審議を行います。

5  グループ戦略会議 開催回数： 15回
 グループ戦略会議は、当社及び生命保険会社3社の社長などによって構成され、グループ横断的な戦略などに関する重要な 
事項の審議を行います。

 委員会 委員会は、経営に関する当社またはグループ共通の戦略・課題などについて審議を行います。

6  会計監査人に関する情報
    （2017年度）

区分 監査証明業務に基づく報酬（百万円） 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 188 11

連結子会社 211 19

計 399 31

コーポレート・ガバナンス体制図
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当社の取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定め

に基づき、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を

行っています。

また、当社の取締役会は、前述の事項を除く業務執行に係

る権限を、代表取締役社長に委任しています。さらに、代表取

締役社長は、業務執行に係る権限を、各業務を担当する執行

役員に委任することで、監督機能と業務執行機能の分離を図

り、業務執行に係る意思決定の迅速化を推進しています。

取締役会の役割

取締役の員数は、定款で定める12名以内とし、当社グルー

プの中核事業である生命保険事業の幅広い事業領域に相応

しい、知識・経験・能力のバランス及び多様性を備えた人材で

構成しています。

また、当社グループにおける十分な意思疎通及び迅速な

意思決定を図るとともに、グループガバナンスを強化する観

点から、生命保険会社3社の社長をはじめ、直接子会社と当

社を兼務する取締役を複数選任しています。

さらに、社外の企業経営者・法律専門家など、豊富な経験

取締役会・取締役の構成

当社は、役員の選任及び役員報酬等に関する公正性・妥当性について審議し、経営の透明性の確保及び説明責任の向上を図

るため、取締役会の諮問機関として取締役社長及び社外取締役で構成され、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員

会を2015年1月付で設置しており、2017年度は同委員会を7回開催しました。

指名・報酬委員会

と見識を有する者による意見を当社グループの経営方針、内

部統制の構築等及び業務執行の監督に適切に反映させるた

め、複数の社外取締役を選任しています。

社内取締役 9名 社外取締役 3名
（全員が独立役員）

T&Dホールディングス取締役 12名

指名・報酬委員会（2017年度7回開催）

2017年度 委員会 審議・報告内容

第1回委員会
• 取締役・監査役・補欠監査役の選任について
• 社外取締役の報酬枠の改定について

第2回委員会 • 2016年度役員評価について

第3回委員会 • サクセッションプランについて

第4回委員会 • 代表取締役社長の交代について

第5回委員会 • 取締役の任期短縮にかかる定款変更について

第6回委員会 • 執行役員の選任について

第7回委員会 • 取締役等に対する新たな株式報酬制度の検討について

GOVERNANCE SOCIETY ENVIRONMENT企業価値を支える基盤
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▍政策保有株式の目的・残高

　当社グループでは、太陽生命と大同生命が、長期的・安定的な
取引関係の維持・拡大を図ること、または、業務上の提携関係の維
持・強化を目的に、上場株式の政策保有を行っています。
　2社の政策保有株式（有価証券報告書に記載している保有目
的が純投資以外の目的である投資株式）の残高は、2018年3月
末で、太陽生命が2,624億円（43銘柄）、大同生命が3,131億円
（189銘柄）です。

▍政策保有株式の議決権行使

　2社は、スチュワードシップ・コードに賛同を表明しており、政策保
有株式についても、スチュワードシップ・コードに基づき、純投資株
式と同様に議決権を行使しています。なお、個別の議決権行使結
果は2社のホームページに掲載しています。
太陽生命の議決権行使について：

https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/activity/ssc.html

大同生命の議決権行使について：
https://www.daido-life.co.jp/company/csr/investor/ssc/voting.html

政策保有株式について

参考： 役員報酬

取締役（社外取締役を含む非常勤取締役を除く。）の報酬

等は、月例報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプションで構

成しています。社外取締役を含む非常勤取締役の報酬等は、

月例報酬で構成しています。

各取締役の月例報酬及び賞与は、取締役会で決定された

評価基準に従い、会社業績評価及び担当部門評価に基づく

個別評価を実施し、指名・報酬委員会において審議のうえ決

定しています。

株式報酬型ストックオプションは、取締役（業務執行から独

立した立場である社外取締役を含む非常勤取締役を除く。）

に対して、企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるた

め、役位に応じた新株予約権を割り当てることとしています。

また、取締役（社外取締役を含む非常勤取締役を除く。）は、月

額報酬の一定額以上を、役員持株会を通じた自社株購入に

充てることとしています。

監査役の報酬等は、月例報酬で構成しています。

なお、2018年6月27日開催の第14回定時株主総会にて、

取締役（社外取締役を含む非常勤取締役及び国内非居住者

を除く。）及び執行役員（国内非居住者を除く。）を対象に、中

長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高め

ることを目的として、信託の仕組みを活用して当社株式等を

交付等する信託型株式報酬（役員報酬BIP（Board Incentive 

Plan）信託）※導入を決議しています（本導入に伴い、上記「株

式報酬型ストックオプション」の報酬枠は廃止）。
※ 信託型株式報酬において、取締役等在任期間中に、会社に損害を及ぼす重大な不適切行為等が
あったと判断される場合には、株式報酬の支給を制限することがあります。

取締役及び監査役の報酬等の総額

区分
月例報酬 賞与引当金 株式報酬型

ストックオプション 報酬等総額

支給人数 金額
（百万円） 支給人数 金額

（百万円） 支給人数 金額
（百万円） 支給人数 金額

（百万円）
取締役 14名 210 6名 58 6名 65 14名 334

（うち社外取締役） （3名） （26） （0名） （̶） （0名） （̶） （3名） （26）
監査役 5名 78 0名 ̶ 0名 ̶ 5名 78

（うち社外監査役） （2名） （19） （0名） （̶） （0名） （̶） （2名） （19）
合計 19名 288 6名 58 6名 65 19名 413

（注）
１  株主総会で定められた報酬等限度額は、取締役が年額500百万円、監査役が年額130百万円です。なお、取締役の当該限度額には、賞与を含んでいます。また、株式報酬型ストックオプションとしての 
新株予約権に関する報酬等限度額は、上記の取締役の報酬等限度額とは別枠として、取締役（社外取締役を除く。）が年額100百万円です。

２  上記の支給人数及び報酬等の額には、2017年６月28日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名を含んでいます。なお、当事業年度末現在の人数は、取締役12名及び
監査役4名です。
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当社は、取締役会全体の実効性を担保するため、取締役会が適切に機能し成果を上げているか、当社の中長期的な企業価値

向上に取締役会がどのように貢献しているかについて、年1回、取締役の自己評価を踏まえた取締役会全体の評価を実施してい

ます。

T&D保険グループでは、生命保険事業の社会公共性など

に鑑み、経営の健全性及び適切性を確保するため、リスクを

的確に把握し管理していくことを経営の重要課題の一つと位

置づけ、持株会社である当社の統括管理のもと、グループ各

社は自己責任原則に基づき適切なリスク管理を実施してい

ます。

また、資産・負債をともに時価評価した経済価値ベースのリ

スク管理指標などにより、グループで統合的なリスク管理を

実施しています。

参考： 社外役員の活動状況

社外役員は、定期的に「代表取締役との意見交換」、「会計監査人との意見交換」、「各所管部門長との意見交換」、「主要な子会

社の取締役・執行役員との意見交換」、「主要な子会社の社外役員との意見交換」及び「主要な子会社の事業所等訪問」等の活動

を行っています。

取締役会においては、これらの活動により認識した当社グループの現状・課題等を踏まえ、それぞれの専門的見地から必要な

発言を適宜行い、審議の活性化を図っております。

取締役会の実効性評価

リスク管理

2017年度の取締役会全体の実効性に係る評価概要

1. 実施要領 当社は、2017年度の取締役会全体としての実効性に関し、取締役・監査役の自己評価（アンケート）及びイン
タビュー等をベースに、取締役会において分析・評価を実施しました。

2. 評価項目（５項目） ①取締役会の機能、②取締役会の構成、③取締役会の運営、④社外役員に対する情報提供、⑤総合評価

3. 総評 当社の取締役会は、取締役会での議論に至るまでの事前の取組みの充実、取締役会の運営の改善、及び構
成メンバーの多様化の推進等により、全体として概ねその役割・責務を実効的に果たしていると判断していま
す。

4. 前回課題の改善状況 2016年度評価で課題と認識しました事項（取締役会の審議方法・付議資料の見直し、役員トレーニングの充
実、構成メンバーの多様化等）につきましては、概ね改善されています。

5. 今回課題と今後の取組み 取締役会の実効性を向上させる態勢整備について、引き続き、改善の必要性を認識しており、例えば、取締役
会の限られた時間内での議論への対応（取締役会以外での議論の場の必要性）、さらなる付議資料の改善・報
告内容の工夫等に取り組んでまいります。本実効性評価等を踏まえ、取締役会の監督機能及び意思決定プロ
セスのさらなる向上を図ってまいります。

GOVERNANCE SOCIETY ENVIRONMENT企業価値を支える基盤
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▍コンプライアンス（法令等遵守）に関する基本方針　

　T&D保険グループでは、「T&D保険グループCSR憲章」、「T&D

保険グループコンプライアンス行動規範」及び「T&D保険グループ
コンプライアンス態勢整備基本方針」を制定し、コンプライアンス

に関する基本方針・遵守基準としてこれらを役職員に周知し、コン
プライアンスの推進に取り組んでいます。
※コンプライアンスの推進態勢については当社ホームページをご覧ください。

http://www.td-holdings.co.jp/company/governance/
compliance.html

▍反社会的勢力との関係遮断のための基本方針　

　当社グループは、T&D保険グループコンプライアンス行動規範
に規定した「市民社会の秩序や安全をおびやかす反社会的勢力に
対しては、毅然とした態度で対応し、断固として排除します。」とい

う宣言に準拠して、「T&D保険グループ反社会的勢力対応に関す
る基本方針」を定め、当社ホームページで公表しております。
※反社会的勢力対応に関する基本方針

http://www.td-holdings.co.jp/information/antisocial-forces.
html

▍アカウンタビリティ（説明責任）

　当社は、財務情報及び経営戦略・経営課題その他の非財務情報
を含めた会社情報を適時適切に開示し、経営の透明性向上に取り
組むことを基本的な考え方とし、情報開示に取り組んでいます。
　具体的には、お客さま、株主のみなさま、従業員、代理店、取引先
及び地域社会をはじめとしたさまざまなステークホルダーからの
信頼の維持・向上及び経営の透明性向上を図るため、フェアディス

クロージャールールに則り、「適時」、「公平」、「正確」な情報開示を
行うとともに、「わかりやすい」開示に努めています。
　また、開示にあたっては、各種媒体を活用し、より多くの方に情
報開示を行っています。
　さらにIR活動については、経営陣による説明を原則とし、「IRポリ
シー」（P.65参照）に基づいて積極的に取り組んでいます。

▍リスク管理に関する基本方針とリスク管理体制

　当社グループでは、当社がグループにおけるリスク管理の基
本的な考え方を定めた「グループリスク管理基本方針」を策定し、
生命保険会社3社等は当方針のもと、関連会社を含めたリスク管
理体制を整備しています。当社は、グループにおけるリスクを統括
管理するためグループリスク統括委員会を設置し、統一したリス
ク管理指標に基づくリスクの状況等について、生命保険会社3社

等から定期的及び必要に応じて報告を受け、グループ各社が抱え
る各種リスクの状況を把握しています。また、当社は、グループ各
社のリスクの状況を取締役会に報告するとともに、必要に応じて
生命保険会社3社等に対し指導・助言を行うことにより、各社にお
けるリスク管理を徹底し、グループ全体のリスク管理体制の強化
に取り組んでいます。

コンプライアンス

取締役会

太陽生命 大同生命 T&D
 アセットマネジメント

監査役会／監査役

リスク統括部

ほか、傘下グループ会社

協議 指導報告 助言 内部監査

ペット&ファミリー
少額短期保険

T&D
フィナンシャル生命

経営会議 グループリスク統括委員会

リスク管理体制概要図
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ERM（Enterprise Risk Management）

ERMは、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（EV）の増大や収益の最大化などの経営目標を達成す

るための、戦略的な経営管理手法です。大きな特徴として、収

益・リスク・資本を同一の評価基準で計量化することで「見え

る化」し、これらを統合的に管理して経営判断を行うことによ

り、リスクと経営体力の比較によって健全性のコントロールを

行いながら、収益を追求することが可能になります。

一体管理

資本

リスク 収益

経営計画策定
PLAN

計画見直し
ACTION

モニタリング
CHECK

経営施策執行
DO

収益性
（資本効率性）

健全性
（資本十分性）

2.  PDCAサイクル

ERMのもと、企業価値の成長を実現化するプロセスが

PDCAサイクルです。これはPLAN（経営計画策定）、DO（経営

施策執行）、CHECK（モニタリング）、ACTION（計画見直し）を

繰り返しながら、目的達成に向けて経営の舵取りを行ってい

くものです。

当社グループでは、経済価値ベースで収益・リスク・資本を

評価し、グループリスク選好として健全性及び収益性に関す

る基準を設定したうえで、当方針を満たすよう上記PDCAサ

イクルを通じて、ERMを推進していきます。

1.  組織体制 

当社グループでは、このERMをグループベースで行う 

ための組織として「グループERM委員会」を設置しています。

当委員会が中心となってグループのERMを推進することで、

健全性の向上を図りつつ、企業価値の安定的・持続的な増大

を実現していきます。

グループリスク選好基準

※ESR=サープラス（資本）÷EC（リスク）
※ROEV=EV増加額÷EVの平均残高（グループベース）
※コアROEV=（新契約価値+リスクフリーレート部分の期待収益）÷EVの平均残高（生保3社合計）

健全性 ESR 133%以上
収益性 ROEV 中長期的に 7.5%以上

コアROEV 中長期的に 5.0%以上

中核ERM委員会

事務局
中核生保企画部門

中核生保
リスク管理部門

中核生保
主計部門

経営会議等

取締役会

資本効率性・資本十分性の一体的管理

グループERM委員会
事務局

T&Dホールディングス
経営企画部

T&Dホールディングス
リスク統括部

T&Dホールディングス
経営管理部

収益性
（資本効率性）

健全性
（資本十分性）

企業価値
（EV）の増大

資本

リスク

収益

一体管理
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高い健全性（資本十分性）と収益性（資本効率性）を両立

200%

150%

196%

217%

162%

175% 175% 180% 182%
168%

ESR 必要水準133%

ESR（サープラス÷EC）

0%
‘15年3月末‘14年3月末 ‘16年3月末 ‘17年3月末 ‘17年6月末 ‘17年9月末 ‘17年12月末 ‘18年3月末

ESRは、経済価値ベースの純資産（サープラス）を、内部モデルを用いて定量化したリスク量
（EC: エコノミック・キャピタル）で割ることで算出しています。

ESRの状況

▍健全性指標： ESR

当社グループでは、経済価値ベースの健全性指標として

ESR（Economic Solvency Ratio）を導入し、これを一定の範

囲内にコントロールすることで、財務の健全性、資本の十分性

の確保を図っています。

ESRの必要水準133%は、信頼水準99.93%のリスク量を

カバーする水準として設定しています。

▍収益性指標： ROEV、コアROEV

収益性（資本効率性）の指標として、生命保険会社の会計

の特殊性を踏まえ、EVを用いて計算される「ROEV（Return 

on Embedded Value）」と、新契約の獲得によるEV増加を中

心としたコアROEVを用いています。

ERM経営の成果：商品ポートフォリオの変革により新契約価値は増大

お客さまのニーズの多様化や標準利率・標準生命表の改定等、外部環境が変化するなか、ERMの戦略的活用により、グループ

全体で収益・リスク・資本を機動的にコントロール。低金利環境下においても新契約価値は着実に増加しました。

※新契約マージン＝新契約価値÷新契約の収入保険料現価

新契約マージン※

全商品合計 3.5% 6.3% 8.5%

891
930

563

1,195

1,294

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

（億円）

1.20%

0.45%
0.66%

0.54%

1.68%

20年国債利回り

新契約価値の推移新契約価値の推移

収益性（資本効率性）指標

17.9%
16.7%

◀

17.3%

21.5%

6.7%中長期的な
目標水準： 7.5%

20%

10%

-10%

-20%

5年（単純）平均： 9.1%

‘15年
3月期

‘14年
3月期

‘16年
3月期

‘17年
3月期

‘18年
3月期

6.4%

5.6%

3.9%

6.9% 6.5%

5年（単純）平均： 5.8%

中長期的な
目標水準： 5.0%

‘15年
3月期

‘14年
3月期

‘16年
3月期

‘17年
3月期

‘18年
3月期

コアROEVROEV

ERMの
戦略的活用による
商品ポートフォリオ
変革の進展

外部環境

顧客ニーズの多様化

低金利環境の
継続

標準利率・
標準生命表の改定

▪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
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マネジメント体制

代表取締役会長

喜田 哲弘

代表取締役社長

上原 弘久

取締役専務執行役員

坪井 親弘

取締役専務執行役員

清家 浩一

取締役専務執行役員

永田 光宏

取締役常務執行役員

田村 泰朗

所有する
当社株式数※

25,917

取締役会
出席状況 

21 / 21

所有する
当社株式数※ 

16,412

取締役会
出席状況 

16 / 16

所有する
当社株式数※ 

22,113

取締役会
出席状況 

21 / 21

所有する
当社株式数※ 

40,149

取締役会
出席状況 

21 / 21

所有する
当社株式数※ 

13,437 

取締役会
出席状況 

̶

所有する
当社株式数※ 

3,858

取締役会
出席状況 

̶

取締役

2008 年 4月　当社取締役専務執行役員
2010 年 4月　大同生命代表取締役社長、当社取締役
2015 年 4月　大同生命代表取締役会長（現任）、
   当社代表取締役社長
2018 年 4月　当社代表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況   

大同生命保険株式会社代表取締役会長

略歴 

1976 年 4月　大同生命入社
1999 年 3月　同社企画部長
2000 年 7月　同社取締役
2003 年 4月　同社常務取締役
2006 年 6月　同社常務執行役員
2007 年 4月　T&Dフィナンシャル生命取締役、
   T&Dアセットマネジメント取締役、
   当社常務執行役員
2007 年 6月　当社取締役常務執行役員

2015 年 4月　同社取締役常務執行役員
2016 年 4月　同社取締役専務執行役員
2017 年 4月　同社取締役（現任）、当社副社長執行役員
2017 年 6月　T&Dフィナンシャル生命取締役、
   当社代表取締役副社長
2018 年 4月　当社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況   

太陽生命保険株式会社取締役

略歴 

1984 年 4月　太陽生命入社
2005 年 1月　同社運用企画部長
2005 年 2月　T&Dアセットマネジメント取締役
2007 年 4月　当社経営企画部長
2010 年 4月　T&Dアセットマネジメント取締役
2011 年 4月　当社執行役員　経営企画部長
2012 年 4月　T&Dフィナンシャル生命取締役
2014 年 4月　太陽生命執行役員
2014 年 6月　同社取締役執行役員

重要な兼職の状況   

大同生命保険株式会社取締役専務執行役員
略歴 

1980 年 4月　大同生命入社
2003 年 4月　同社主計部長
2006 年 6月　同社執行役員
2010 年 4月　同社常務執行役員
2011 年 6月　同社取締役常務執行役員
2014 年 4月　当社常務執行役員
2014 年 6月　当社取締役常務執行役員
2016 年 4月　大同生命取締役専務執行役員（現任）、
   当社取締役専務執行役員（現任）

2016 年 6月　T&Dフィナンシャル生命取締役（現任）、
   T&Dアセットマネジメント取締役（現任）、
   当社取締役常務執行役員
2017 年 4月　当社取締役専務執行役員（現任）

重要な兼職の状況   

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社取締役
T&Dアセットマネジメント株式会社取締役

略歴 

1980 年 4月　太陽生命入社
2009 年 3月　同社証券運用部長
2010 年 4月　同社執行役員
2010 年 6月　同社取締役執行役員
2011 年 10月　T&Dアセットマネジメント監査役
2014 年 4月　太陽生命取締役常務執行役員
2015 年 4月　当社常務執行役員

2018 年 6月　T&Dフィナンシャル生命取締役（現任）、
   当社取締役専務執行役員（現任）

重要な兼職の状況   

大同生命保険株式会社取締役
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社取締役

略歴 

1985 年 4月　大同生命入社
2008 年 4月　同社主計部長
2011 年 4月　同社執行役員
2015 年 4月　同社常務執行役員
2015 年 6月　同社取締役常務執行役員
2017 年 4月　当社常務執行役員
2018 年 4月　大同生命取締役（現任）、
   当社専務執行役員

重要な兼職の状況   

太陽生命保険株式会社取締役常務執行役員
略歴 

1987 年 4月　太陽生命入社
2009 年 7月　同社企画部長
2014 年 4月　同社執行役員
2015 年 6月　同社取締役執行役員
2017 年 4月　同社取締役常務執行役員（現任）
2018 年 4月　当社常務執行役員
2018 年 6月　当社取締役常務執行役員（現任）
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社外取締役

松山 遙

所有する
当社株式数※ 

218

取締役会
出席状況 

16 / 16社外取締役

大庫 直樹

取締役

田中 勝英

社外取締役

檜垣 誠司

取締役

工藤 稔

取締役

板坂 雅文

所有する
当社株式数※ 

2,070

取締役会
出席状況 

20 / 21

略歴    

1995 年 4月　東京地方裁判所判事補任官
2000 年 7月　弁護士登録
2013 年 6月　当社取締役（現任）

選任理由    

企業法務に精通した弁護士として、高度な専門知識及び
幅広い見識を有しています。これらの知識・経験を活かし、
一般株主保護の観点等から経営の重要な意思決定及び業
務執行の監督等の役割を果たすことを期待しています。

重要な兼職の状況   

弁護士
三井物産株式会社監査役
株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ取締役
株式会社バイテックホールディングス取締役

略歴    

1985 年 4月　マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1999 年 7月　同社パートナー
2005 年 7月　 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 

（現 新生フィナンシャル株式会社）執行役員
2008 年 8月　ルートエフ株式会社代表取締役 （現任）
2017 年 6月　当社取締役（現任）

選任理由   

ルートエフ株式会社の代表取締役として、グローバルな
視点と高い見識を活かし、金融分野を中心としたコンサル
ティングサービスを行うなど、高度な専門知識及び幅広い
見識を有しています。これらの知識・経験を活かし、一般株
主保護の観点等から経営の重要な意思決定及び業務執行
の監督等の役割を果たすことを期待しています。
重要な兼職の状況   

ルートエフ株式会社代表取締役
株式会社オリエントコーポレーション取締役

略歴     

1975 年 4月　株式会社大和銀行入社
2007 年 6月　 株式会社りそなホールディングス取締役

兼代表執行役社長
2009年 4月　株式会社りそな銀行代表取締役兼
   執行役員
2011 年 6月　同社取締役副会長
2013 年 4月　株式会社りそなホールディングス取締役
2013 年 6月　りそな総合研究所株式会社理事長
2018 年 6月　当社取締役（現任）

選任理由   

銀行持株会社の取締役兼代表執行役社長及び銀行の代
表取締役兼執行役員として、企業経営に携わった豊富な知
識・経験を有しています。これらの知識・経験を活かし、一般
株主保護の観点等から経営の重要な意思決定及び業務執
行の監督等の役割を果たすことを期待しています。

所有する
当社株式数※ 

0

取締役会
出席状況 

̶

所有する
当社株式数※ 

29,762

取締役会
出席状況 

21 / 21

所有する
当社株式数※ 

37,881

取締役会
出席状況 

20 / 21

所有する
当社株式数※ 

3,436

取締役会
出席状況 

16 / 16

2008 年 6月　同社代表取締役専務執行役員
   営業本部長
2009 年 6月　同社代表取締役副社長　営業本部長
2011 年 4月　同社代表取締役社長（現任）
2011 年 6月　当社取締役（現任）

重要な兼職の状況   

太陽生命保険株式会社代表取締役社長

略歴 

1977 年 4月　太陽生命入社
2000 年 9月　同社契約サービス部長
2001 年 7月　同社取締役
2004 年 3月　同社常務取締役
2006 年 6月　同社取締役常務執行役員
2007 年 4月　同社取締役専務執行役員
2007 年 5月　同社取締役専務執行役員
   お客様サービス本部長
2008 年 2月　同社取締役専務執行役員　営業本部長

2015 年 4月　同社代表取締役社長（現任）
2015 年 6月　当社取締役（現任）

重要な兼職の状況   

大同生命保険株式会社代表取締役社長
江崎グリコ株式会社監査役

略歴 

1978 年 4月　大同生命入社
2005 年 4月　同社業務部長
2005 年 6月　同社取締役
2006 年 6月　同社執行役員
2008 年 4月　同社常務執行役員
2009 年 6月　同社取締役常務執行役員
2011 年 4月　同社取締役専務執行役員
2014 年 4月　同社代表取締役副社長

重要な兼職の状況   

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社代表取締役社長
略歴 

2004 年 6月　大同生命入社
2007 年 9月　T&Dフィナンシャル生命事業推進部長
2011 年 4月　同社執行役員
2015 年 4月　同社常務執行役員
2015 年 6月　同社取締役常務執行役員
2017 年 4月　同社代表取締役社長（現任）
2017 年 6月　当社取締役（現任）

※2018年6月27日現在
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常勤監査役

矢内 淳一

所有する
当社株式数※ 

1,752

取締役会出席状況 

16 / 16
監査役会出席状況 

10 / 10

重要な兼職の状況   

太陽生命保険株式会社監査役
略歴 

1984 年 4月　太陽生命入社
2017 年 4月　同社総務部部長
2017 年 6月　同社監査役（現任）、
   当社常勤監査役（現任）

社外監査役

小澤 優一

社外監査役

岩井 重一

略歴     

1972年 4月　弁護士登録
1991年 4月　東京弁護士会副会長
2004 年 4月　東京弁護士会会長
   日本弁護士連合会副会長
2012 年 6月　大同生命監査役、
   当社監査役（現任）

選任理由   

弁護士として、東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会
長等、法曹界において重責を果たしてきており、高度な専
門知識、幅広い見識を有しています。これらの知識・経験を
活かし、社外監査役として一般株主保護の観点等から取
締役の職務執行の監査等の役割を果たすことを期待して
います。

重要な兼職の状況   

弁護士

略歴     

1969 年 4月　弁護士登録
1985 年 5月　法制審議会商法部会幹事
1991 年 4月　 最高裁判所司法研修所教官
    （民事弁護担当）
1998 年 1月　司法試験考査委員（商法担当）
2007 年 6月　太陽生命監査役
2013 年 6月　当社監査役（現任）

選任理由     

弁護士として高度な専門知識、幅広い見識を有していま
す。これらの知識・経験を活かし、引き続き、社外監査役とし
て一般株主保護の観点等から取締役の職務執行の監査等
の役割を果たすことを期待しています。

重要な兼職の状況   

弁護士

所有する
当社株式数※ 

2,607

取締役会出席状況 

21 / 21
監査役会出席状況 

16 / 16

所有する
当社株式数※ 

15,608

取締役会出席状況 

20 / 21
監査役会出席状況 

16 / 16

監査役

常勤監査役

寺岡 康夫

所有する
当社株式数※ 

5,620

取締役会・監査役会
出席状況 

̶

重要な兼職の状況   

大同生命保険株式会社監査役
略歴 

2000 年 10月　大同生命入社
2011 年 4月　同社市場投資部長
2013 年 4月　同社執行役員
2015 年 4月　当社執行役員
2018 年 6月　大同生命監査役（現任）、
   当社常勤監査役（現任）

※2018年6月27日現在
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主な取組み

T&Dホールディングスでは、トップ・マネジメントによる説明を原則

とした、発信力の高いIR活動を行っております。

機関投資家・アナリスト向け説明会の定期的な開催に加え、国内外

の投資家を訪問して個別ミーティングを行い、対話から得られたご

意見を、グループの経営陣・従業員と広く共有しています。

また、IRサイトを通じタイムリーに会社情報を発信し、外部評価機

関から高い評価をいただいています。

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、
株主・投資家等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2017年度の主な取組み及びIRポリシーを紹介します。

IRポリシー

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、株主・投資家等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. 基本姿勢
 当社は、株主・投資家等の皆さまに対し、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。金融商品取引法、保険業法、その他の法
令および東京証券取引所の規則で定められた情報については、適時
適切かつ公平に開示します。

3. IR情報
 当社は、IR情報として、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等の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. IR活動に係る態勢
 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担当の職員が代替
します。
 なお、株主・投資家等の皆さまからの、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。

5. 経営陣へのフィードバック
 当社では、IR活動を通じて株主・投資家等の皆さまから寄せられた
情報等については、適宜、経営陣へフィードバックするとともに、取締
役会等へ定例的に報告しています。

6. 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前の
3週間を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。

▲ 機関投資家・アナリスト向け

▲

    説明会の様子

機関投資家・アナリスト向け説明会  2回

機関投資家・アナリスト向け決算電話会議  4回

証券会社主催カンファレンス  5回

個別ミーティング  のべ 192社

個人投資家・証券会社営業担当者向けIR説明会  7回

2017年度の実績
外部評価機関からの評価

• 2017年 インターネットＩＲ表彰 （大和インベスター・リレーションズ社）
    上場企業 3,735社対象※

    「優秀賞」（25社）に選定

• 2017年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング調査
    （日興アイ・アール社）
    上場企業 3,713社対象※

    「総合ランキング 最優秀サイト」（104社）に選定

※調査時期等の違いにより、対象社数が異なります。
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T&D保険グループでは、「多様な人材が働きがいを感じながら能力発揮できる企業風土づくり」を推進しています。

POINT

20%
以上

（2021年3月）

15%
以上

（2020年4月）

15%
以上

（2019年4月）

社会

   当社グループの取組みの詳細は、当社の「CSRレポート2018」 CSR
2018  をご覧ください。

http://www.td-holdings.co.jp/csr/report/

▍女性の活躍を支援する取組み
生命保険会社3社はそれぞれのビジネスモデルに基づい

た行動計画を策定し、女性管理職登用の目標を開示していま

す。 CSR
2018  P.43、44

    生命保険会社3社合計の「女性管理職比率／人数」の推移については、本レ
ポートP.16をご覧ください。

▍ワーク・ライフ・バランスへの取組み
T&D保険グループでは、従業員が家事や育児、介護など

の家庭責任を果たしながら仕事で十分に能力を発揮し、パ

フォーマンスを高めるために、育児休業などの制度の充実や

総労働時間の縮減など、さまざまな取組みを強化していま

す。 CSR
2018  P.46～48

▍障がい者雇用
障がいのある従業員が働きやすい職場づくりのため、専用

のパソコン等の導入や、通勤経路の配慮により働きやすい職

場環境を整備するほか、支援を専門とするジョブコーチの派遣

を受け入れたりするなど、会社全体で就労支援に取り組んでい

ます。 CSR
2018  P.42

    生命保険会社3社合計の「障がい者雇用比率／人数」の推移については、本
レポートP.16をご覧ください。

人権の尊重

SOCIETY

※生命保険会社3社（太陽生命、大同生命、T&Dフィナンシャル生命）の合計。2017年度実績（女性管理職比率と人数は、2018年4月1日時点）。

産前産後休暇
取得者数 333名
育児休業
取得者数 444名

出産・育児休業取得状況

13.2日
有給休暇平均取得日数

有給休暇取得状況

2.42%
障がい者雇用比率

367名
人数

15.8%
女性管理職比率

387名
人数

女性管理職登用に関する目標： 女性管理職比率（達成期限）

参考： 生命保険会社3社の休暇・休業取得状況

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
産前産後休暇取得者数 234名 290名 328名 333名
育児休業を取る権利を有していた従業員数 410 名 432名 462名 455名
育児休業取得者数 366名 406名 450名 444名
介護休業取得者数 6名 8名 12名 20名
有給休暇平均取得日数※ 11.0日 11.8日 12.4日 13.2日
※ 生命保険会社3社内務職員の有給休暇取得状況。

企業価値を支える基盤
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お客さま満足度の向上のため、生命保険会社3社では、日々の営業活動を通じてさまざまな「お客さまの声」を収集
し、商品・サービスの開発や品質向上、業務の改善に役立てています。

お客さま満足度の向上に向けて

▍「お客さまの声」にお応えする取組み
生命保険会社3社では、営業担当者、代理店、コールセン

ター、インターネットなど、お客さまとの接点を多数設置し、で

きるだけ多くの「お客さまの声」を収集しています。また、定期・

不定期のアンケートなど、より積極的にお客さまの満足度を

確認する取組みも実施しています。

また、生命保険会社3社では、お客さま満足を統括する専

任部署や社外メンバーが参画する委員会などを設置し、お客

さま満足に関する明確な方針や苦情などに関する具体的な

目標設定のもと、ご契約からお支払いまでのすべての側面に 

おいて、お客さまに満足いただくための仕組みを構築してい

ます。 CSR
2018  P.37～39

参考： 苦情受付件数（2017年度）

太陽生命 ......................................................... 4,720件

大同生命 ....................................................... 10,597件

T&Dフィナンシャル生命 ...................................... 1,219件

総合的なお客さま満足度（法人・個人事業主のお客さま）

場面ごとの満足度

とても満足

満足

ほぼ満足

79.0%
11.6%

35.5%

31.9%

80.8%
9.4%

30.0%

41.4%

87.0%
12.4%

35.7%

38.9%

2013年度 2015年度 2017年度
* お客さま満足度は、「とても満足」「満足」「ほぼ満足」「どちらともいえない」
 「やや不満」「不満」「とても不満」の7段階のうち、上位3項目（「とても満足」
 「満足」「ほぼ満足」）の合計です。

加入時 加入後 支払時

89.9%
(+5.0pt)

85.2%
(+7.4pt)

87.5%
(+0.5pt)

*カッコ内は2015年度比

Q.
今回のお手続書類の記入について、
どのようにお感じになりましたか？

Q.
「お客様サービスセンター」の

電話受付担当者の電話対応について、
どのようにお感じになりましたか？

わかりやすい .....................57.5%

まあわかりやすい ...............33.4%

わかりにくいところがある ......6.7%

わかりにくい ........................1.8%

未回答................................0.6%

丁寧でわかりやすい............60.5%

まずまずの対応 ..................19.0%

わかりにくいところがある ......1.4%

不愉快な対応 ......................0.2%

電話をかけたことがない......14.0%

その他 ................................1.1%

未回答................................3.8%

アンケートの概要
実施方法 ： 金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入いただいたお客さまのうち、
  各種保全等のご請求に関するお手続きをご依頼いただいたお客さまに対し、
  お送りするお手続書類にアンケートを同封。
実施時期 ： ２０１８年１月１７日～２０１８年４月１３日（２０１８年４月２７日までの回収分を集計）
発送数 ： 2,029件
有効回答数 ： 622件
回収率 ： 30.7％

お手続書類の記入について、90.9%の方から「わかりやすい」「まあわか
りやすい」とご回答いただき、電話対応について、79.5%の方から「丁寧
でわかりやすい」「まずまずの対応」とご回答いただいています。

わかりやすい
57.5%

まあ
わかりやすい
33.4%

丁寧で
わかりやすい
60.5%

まずまず
の対応
19.0%

参考： 【大同生命】 お客さまアンケート 参考： 【T&Dフィナンシャル生命】 お客さまアンケート
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社会性・公共性の高い生命保険業を事業の中心とするT&D保険グループにとって、持続可能な社会の構築に貢献 

する責任投資の実行は、最も基本的な役割の一つです。

責任ある機関投資家

▍責任投資原則（PRI）への署名
太陽生命、大同生命、T&Dアセットマネジメントの3社

は、国連が支援する「責任投資原則（PRI：Principles for 

Responsible Investment）※」に署名しています。

各社のPRIの取組状況は、PRI Transparency Report（英文）

で報告しています。 CSR
2018  P.63、64

https://www.unpri.org/signatories/transparency-
reports-2018/3350.article

参考： 太陽生命と大同生命の議決権行使状況

太陽生命・大同生命は、建設的な対話を通じても、なお問題が改善されない場合や、株主価値を毀損するリスクが高いと判断さ

れる場合などは、当該議案に対して不賛同としています。

2017年7月から2018年6月に開催された国内上場企業の株主総会における議決権行使結果の概要については以下のとおり

です。

議決権行使の概要

種類
太陽生命 大同生命

賛同 不賛同 棄権 白紙委任 議案総数 賛同 不賛同 棄権 白紙委任 議案総数

会社提案 214 4 5 － 223 344 7 2 － 353

株主提案 － 8 － － 8 － 29 － － 29

合計 214 12 5 － 231 344 36 2 － 382

GOVERNANCE SOCIETY ENVIRONMENT

※ 責任投資原則（PRI）は、2006年に国連事務総長であったコフィー・アナン氏が世界の金融業界に対
して提唱した行動規範です。なお、同原則には、世界で1,700超、日本では63の金融機関等が署名
しています（2018年7月現在）。

太陽生命、大同生命、T&Dアセットマネジメントの3社は、

2014年5月に、「責任ある機関投資家」の諸原則（日本版ス

チュワードシップ・コード）の趣旨に賛同し、その受け入れを表

明しました。

各社の諸原則に対する基本的な方針、議決権行使方針及

び議決権行使状況、自己評価の詳細は、それぞれのホーム

ページで公開しています（和文）。 CSR
2018  P.65～68

太陽生命
https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/activity/ssc.html

大同生命
https://www.daido-life.co.jp/company/csr/investor/ssc/

T&Dアセットマネジメント
http://www.tdasset.co.jp/company/principles/stewardship/

※ T&Dフィナンシャル生命は上場株式による運用を行っておらず、今後も予定していないため、スチュ
ワードシップ・コードへの賛同を表明する予定はありません。

▍「責任ある機関投資家」の諸原則   （日本版スチュワードシップ・コード）

68 T&D Holdings ANNUAL REPORT 2018

企業価値を支える基盤

https://www.unpri.org/signatories/transparency-reports-2018/3350.article
https://www.unpri.org/signatories/transparency-reports-2018/3350.article


地域・社会への貢献

地球環境の保護

健康・医療・福祉の向上（取組事例）

献血活動
T&D保険グループは、東京都赤十字
血液センターに協力し、夏季と冬季の
年2回、各社本社部門（東京）が共同で
献血活動を行っています。グループ共
同で各社の役職員に協力を呼びかけ、
2017年度は、延べ326名が献血に参
加しました。

障がい者スポーツへの協賛支援
大同生命は、創業90周年の1992年に
開催された第1回「全国知的障害者ス
ポーツ大会（ゆうあいピック）」※より、毎
年、「全国障害者スポーツ大会」に特別
協賛しています。
※   「全国知的障害者スポーツ大会」は、2001年に
「全国身体障害者スポーツ大会」と統合され、
「全国障害者スポーツ大会」として開催される
ようになりました。

健全な社会の発展（取組事例） 地球環境の保護（取組事例）

全国一斉クリーンキャンペーン
太陽生命は、地域社会に対する貢献活
動として全国で清掃活動に取り組んで
います。1982年から本社周辺の清掃活
動を年1回実施しており、2004年からは
「全国一斉クリーンキャンペーン」とし
て、北は北海道から南は沖縄まで、全国
の支社においても周辺地域の清掃活動
を実施しています。

森林保全活動
太陽生命は、森林資源の還元と緑化
保全を目的に、栃木県那須塩原市と滋
賀県高島市に「太陽生命の森

も り

林」を設
置し、森林保全活動を進めています。
また、間伐材の利用促進のため、国産
の間伐材・端材で作られた割り箸を使う
「割り箸プロジェクト」等を実施してい
ます。

▍CO2排出量の削減
T&D保険グループのCO2排出量は、その90%以上が電力

使用に由来しており、電力使用量の目標を設定し削減に努め

ています。 CSR
2018  P.53

    「電力使用量」の推移は、本レポートP.16をご覧ください。

T&D保険グループは、社会とともに持続的に成長を遂げ、公共的使命と社会的責任を果たしていくことを目指し、主に
「健康・医療・福祉の向上」「健全な社会の発展」「地球環境の保護」などの分野を中心とした活動に取り組んでいます。  

CSR
2018  P.57～62

ENVIRONMENT

環境

CO2排出量

64,392t 64,071t
57,851t 56,823t

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度※

※は第三者による限定的保証を取得しています。

GOVERNANCE SOCIETY ENVIRONMENT

   当社グループの取組みの詳細は、当社の「CSRレポート2018」 CSR
2018  をご覧ください。

http://www.td-holdings.co.jp/csr/report/
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