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経営について 

代表的な経営指標 
 

 

                  

年度 2017 年度 2018 年度 

正 味 収 入 保 険 料（対前期増減率） 28,280 百万円(9.9％) 30,245 百万円(6.9％) 

正 味 損 害 率 62.0％ 63.1％ 

正 味 事 業 費 率  26.1％ 30.1％ 

保 険 引 受 損 失  1,672百万円 1,275百万円 

経 常 損 失  5,506百万円 5,106百万円 

当 期 純 損 失 5,519百万円 5,118百万円 

単体ソルベンシ－・マージン比率  282.4％ 435.1％ 

総 資 産 額  46,035 百万円 50,287 百万円 

純 資 産 額  8,888 百万円 9,069 百万円 

その 他 有 価 証 券 評 価 差 額  －百万円 －百万円 

リ ス ク 管 理 債 権 の 状 況  該当なし 該当なし 

資
産
の
自
己
査
定
結
果 

Ⅱ  分 類  4 百万円 3 百万円 

Ⅲ  分 類  －百万円 0 百万円 

Ⅳ  分 類  －百万円 －百万円 

分 類 額 計 （Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）  4 百万円 4 百万円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年度 代表的な経営指標 
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経営について 

＜用語説明＞ 

●正味収入保険料 契約者から直接受け取った保険料（元受保険料）に、保険金支払負担平均化・分散化を図るための

他の保険会社との保険契約のやりとり（受再保険料および出再保険料）を加減した保険料です。 

●正味損害率 正味収入保険料に対する支払った保険金の割合のことであり、保険会社の経営分析や保険料率の

算出に用いられるものです。具体的には、損益計算書上の「正味支払保険金」に「損害調査費」を加

えて、前述の「正味収入保険料」で除した割合をさしています。 

●正味事業費率 正味収入保険料に対する保険会社の保険事業上の経費の割合のことであり、正味損害率と同様に

保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられるものです。具体的には、損益計算書上の「諸

手数料及び集金費」に「営業費及び一般管理費」のうち保険引受に係る金額を加えて、前述の「正

味収入保険料」で除した割合をさしています。 

●保険引受損失 正味収入保険料等の「保険引受収益」から、保険金、損害調査費等の「保険引受費用」と保険引受

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たもので、保険引受に係る損失を示

すものです。 

●経常損失 

 

 

正味収入保険料、利息及び配当金収入等の経常収益から、保険金、損害調査費、営業費及び一般

管理費等の経常費用を控除したものであり、経常的に発生する取引から生じた損失を示すもので

す。 

●当期純損失 経常損失に固定資産処分損益、法人税及び住民税、法人税等調整額を加減したものであり、当期

に発生したすべての取引によって生じた損失を示すものです。 

●単体ソルベンシ－・マージン比率 巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超えて発生しうる危険に対す

る、資本金・準備金等の支払余力の割合を示す指標です。単体ソルベンシ－・マージン比率は、行

政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用する指標の 1 つであり、

その数値が 200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされていま

す。 

●総資産額 会社が保有する資産の総額であり、具体的には貸借対照表上の「資産の部合計」です。会社が保

有する資産規模を示すものです。 

●純資産額 会社が保有する資産の合計である「総資産額」から、責任準備金等の「負債額」を控除したものが

「純資産額」であり、具体的には貸借対照表上の「純資産の部合計」です。会社の担保力を示すもの

です。 

●その他有価証券評価差額 「金融商品に係る会計基準」により、保有有価証券等については、保有目的で区分し、時価評価等

を行いますが、その他有価証券は、売買目的、満期保有目的等に該当しない有価証券です。その

他有価証券の時価評価後の金額と時価評価前の金額との差額が、その他有価証券評価差額で

す。 

●リスク管理債権 貸付金のうち、保険業法施行規則第 59条の2第1項第5号ロに基づき開示している不良債権です。

貸付金の価値の毀損の危険性、回収の危険性等に応じて、「破綻先債権」「延滞債権」「3 カ月以上

延滞債権」「貸付条件緩和債権」の 4 つに区分されます。 

●自己査定 損害保険会社として資産の健全化をはかるために、不良債権等については適切な償却・引当等の

処理が必要です。自己査定は、適切な償却・引当を行うために、損害保険会社自らが、保有資産に

ついて価値の毀損の危険性等に応じて、保有資産を分類区分することです。具体的には、債務者の

状況および債権の回収可能性を評価して、資産の回収不能リスクの低い方から順に、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、

Ⅳの 4 段階に分類します。このうちⅠ分類は、回収の危険性または価値の毀損の可能性について

問題の無い資産です。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分類は、何らかの回収の危険性または価値の毀損の可能性があ

る資産であり、これらの合計額が「分類額計（Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）」です。 
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経営について 

2018 年度の事業概況 
 

 

2018 年度のわが国経済は、個人消費や設備投資

等の内需を中心に、基調としては緩やかに回復しま

したが、自然災害の影響により前年度対比では減速

しました。 

こうした状況の中、当社は「お客さまの信頼をあら

ゆる事業活動の原点におき、損害保険事業を通じて、

お客さまの豊かで快適な社会生活と経済の発展に

貢献します。」との経営理念に基づき、「あなたにぴっ

たりの確かな安心・安全を、リーズナブルに。」をお客

さまへの約束として、事業を展開してまいりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険引受収益 30,262 百万円、その他経常収益 13

百万円などを合計した経常収益は、30,261 百万円と

なりました。一方、保険引受費用 22,670 百万円、営

業費及び一般管理費 8,868 百万円、保険業法第 113

条繰延資産償却費 3,826 百万円などを合計した経常

費用は、35,368 百万円となりました。 

この結果、経常損失は 5,106 百万円となりました。

これから法人税等などを差し引いた当期純損失は、

5,118 百万円となりました。 

 

 

 

 

少子高齢化・若者の車離れなどにより、国内の自

動車保険マーケット全体としては依然として厳しい事

業環境が見込まれますが、インターネットなどを通じ

た購買行動の普及に伴って、自動車保険の直販マー

ケットは拡大傾向が続くものと予想されます。 

当社は、引き続きお客さまの利便性の更なる向上、

サービス品質の改善に努めるとともに、広告宣伝の

効率的な実施などにより、お客さまからの支持拡大に

尽力してまいります。また、損害率や業務効率の改善

にも努めていく所存です。 

 

 

 

 

 対処すべき課題 

 2018 年度業績 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

経営環境と事業環境 
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経営について 

お客さま本位の業務運営方針 
当社は、「お客さまの信頼をあらゆる事業活動の原点におき」、「お客さまのニーズを最大限に満たす

商品・サービスを追求・創造・提供し、安心と安全をひろげる」旨を経営理念に掲げています。 

また、お客さまをはじめとした社会からの要請に応えることをコンプライアンスと捉え、コンプライアンス

の徹底は当社の経営理念の実践そのものであるとの認識のもと、事業活動のあらゆる局面において、

その徹底を最優先とすることとしています。 

そして、当社は、「お客さまの声」を真摯に受け止め、最後まで責任を持ち、お客さまにわかりやすい

商品を開発し、ビジネスプロセスを進化させるなど、お客さま対応力を向上させるとともに、お客さまの声

に基づいた業務品質の向上に努めています。 

当社は、「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、お客さまから信頼される業務運営に努めていま

す。 

 

 

 

 

「お客さまの信頼をあらゆる事業活動の原

点におき、損害保険事業を通じて、お客さま

の豊かで快適な社会生活と経済の発展に貢

献」するという経営理念に基づき、「お客さま

の声」を真摯に受けとめ、積極的に企業活動

に活かしていくため、「お客さまの声」に関す

る取組み方針を定め、お客さま本位に業務運

営するよう努めてまいります。 

 

  

 

お客さまを取り巻くリスクや、お客さまのご

意向を把握した上で、ご契約を締結するに際

して必要な情報を提供しながら、ふさわしい

商品・サービスをご提案するよう努めてまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

お客さまのいざというときにお役に立てる

よう、お客さまの状況や立場、思いに寄り添い、

信頼に応える事故対応サービスの品質を確保

し、迅速かつ適切に保険金をお支払いするよう

努めてまいります。 

 

 

 

常にお客さま本位の行動をしていくために、研

修体系の整備や運営方針の浸透に向けた取組

みを推進してまいります。 

 

 

 

当社は、「東京海上グループ 利益相反取引

等の管理に関する方針」に則り、役職員一同がこ

れを遵守することによって、お客さまの利益が不

当に害されることのないように、利益相反等の管

理に努めてまいります。 

 

 お客さま本位の業務運営の具体的な取り組み

内容は当社ホームページに掲載しています。 

運営方針１： 

お客さまの声を活かした業務運営 

 

運営方針４： 

運営方針の浸透に向けた取組み 

 

 

運営方針３： 

保険金のお支払い（事故対応サービス）

に関する取組み 

 

運営方針５： 

利益相反等の管理に関する取組み 

運営方針２： 

保険募集に関する取組み 

 

 

 

お客さま本位の業務運営方針 
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経営について 

お客さまの声 
 

 

 
（2019 年 7 月 1 日現在） 

対応態勢

（注）受付業務はお客さまサポートセンターにて実施。

お客さまからの声は、コーポレート部で集約後、役員と関係部で改善、取り組みに活かすべく共
有をしております。また、取締役会には四半期に一度報告を行い、対応策等を審議することとし
ております。

【取り組み方針】
「お客さまの信頼をあらゆる事業活動の原点におき、損害保険事業を通じて、お客さまの豊かで
快適な社会生活と経済の発展に貢献します。」という経営理念のもと、「あなたにぴったりの確
かな安心・安全を、リーズナブルに。」というお客さまへのお約束を果たすべく、当社はお客さま
からいただいた声を、お客さまサービスの向上および業務改善に活かしていきます。

【お客さまの声の定義】
契約者、被保険者、事故の被害者や修理工場などの関係者および見込み客からのご不満（苦
情）、要望・提案、およびお褒めを全て「お客さまの声」と定義しております。

取り組み方針
（含む苦情の定義）

取締役
（取締役会）

コーポレート部

保険金請求ご相談窓口 お客さま相談ダイヤル（注）

経営会議

報告・決議

報告・

付議

モニタリング、
改善の指示

各部

報告 モニタリング、

個別支援

イーデザイン損害保険

お客さまの声

モニタリング、改善の指示

監査役

（監査役会）
監査

内部監査部

内部監査

連携

内部監査

 
 

 

 

 

 

 

取り組み方針、対応態勢 
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経営について 

 

 

 

【いただいた「お客さまの声」（ご不満）の概要】
2018年度 （単位：件）

１．契約・募集行為 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 2018年度合計

(1)商品内容 175 233 151 222 781

(2)契約更新手続き 189 217 194 232 832

(3)募集行為 27 35 19 29 110

(4)契約内容・条件などの説明 111 126 118 115 470

(5)契約の引受 20 20 24 19 83

(6)保険料誤り・料率適用誤り 0 1 0 0 1

(7)接客態度 92 133 120 187 532

(8)帳票類・ホームページ類 440 673 591 782 2,486

(9)その他 108 134 139 125 506

小計 1,162 1,572 1,356 1,711 5,801

２．契約の管理・保全・集金

(1)証券未着・誤り 2 0 1 2 5

(2)保険料支払方法 0 0 0 0 0

(3)契約内容変更 38 36 34 48 156

(4)解約 7 7 5 12 31

(5)満期返戻 0 0 0 0 0

(6)接客態度 170 222 200 397 989

(7)その他 119 100 154 133 506

小計 336 365 394 592 1,687

3.保険金

(1)示談(認定）金額 20 20 16 18 74

(2)処理遅延・処理方法 70 69 47 41 227

(3)有無責 1 8 6 1 16

(4)接客態度 171 201 241 216 829

(5)その他 39 28 47 23 137

小計 301 326 357 299 1,283

４．その他 7 14 5 14 40

５．個人情報 2 0 0 2 4

合計 1,808 2,277 2,112 2,618 8,815  

 

2018 年度「お客さまの声」（ご不満） 
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経営について 

 

  

＜手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関＞ 

当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保

険協会と手続実施基本契約を締結しています。 

同協会では、損害保険に関する一般的な相談のほか、損害保険会社の業務に関連する苦情や紛争に対応

する窓口として、「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）を設けています。受け付

けた苦情については、損害保険会社に通知して対応を求めることで当事者同士の交渉による解決を促すととも

に、当事者間で問題の解決が図れない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場

から和解案を提示し、紛争解決に導きます（苦情解決手続および紛争解決手続の主な流れは次ページをご参

照ください。）。 

当社との間で問題を解決できない場合には、「そんぽ ADR センター」に解決の申し立てを行うことができま

す。 

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽ ADR センターの連絡先は以下のとおりです。 

     ナビダイヤル（全国共通・通話料有料） 0570-022808 

     IP 電話から 03-4332-5241 

     （受付時間：平日の午前 9 時 15 分～午後 5 時） 

詳しくは、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。 

(http://www.sonpo.or.jp/) 

 

＜「そんぽ ADR センター」以外の損害保険業界関連の紛争解決機関＞ 

○一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 

 自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払をめぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害

者の保護を図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、一般財団法人自賠責保険・共

済紛争処理機構があります。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経

験者等で構成する紛争処理委員が、自賠責保険（自賠責共済）の支払内容について審査し、公正な調停を

行います。同機構が取扱うのは、あくまで自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払をめぐる紛争

に限られますので、ご注意ください。 

 詳しくは、同機構のホームページ（http://www.jibai-adr.or.jp）をご参照ください。 

 

○公益財団法人 交通事故紛争処理センター 

 自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛争を解決するために、相談、和解のあっせ

んおよび審査を行う機関として、公益財団法人交通事故紛争処理センターがあります。全国 11 か所におい

て、専門の弁護士が公正・中立な立場で相談・和解のあっせんを行うほか、あっせん案に同意できない場合

は、法律学者、裁判官経験者および弁護士で構成される審査会に審査を申し立てることもできます。 

 詳しくは、同センターのホームページ（http://www.jcstad.or.jp）をご参照ください。 

 

中立・公正な立場で問題を解決する損害保険業界関連の紛争解決機関 
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経営について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情解決手続および紛争解決手続の主な流れ 
 

そんぽＡＤＲセンター 
《保険会社》 《お客様》 

苦情のお申出 手続応諾義務 

対応報告 

解決 

(手続終了) 

 
紛争解決手続 
申立書の提出 

 お客様と保険会社との話し合いで
解決しない場合は紛争解決手続を
ご案内（書面を郵送）します。 

 自賠責保険の保険金等のお支払
に関する紛争など紛争解決手続を
ご利用になれない場合があります。
詳しくは、そんぽＡＤＲセンターまでお
問い合わせください。 

苦情解決手続の開始 

紛争解決手続の開始 

手続応諾義務 

和解成立（解決） 不調ほか（終了） 

意見聴取に出席 意見聴取に出席 

答弁書等の提出 

和解案の尊重 

電話等により申し出ます。 

必要な関係書類も併せて

提出します。 

中立・公正な第三者である弁護士、消費生活
相談員、学識経験者等が手続を実施します。 

反論書の提出 

 
和解案受諾書 
の提出 

提示された和解案を 

受諾する場合に提出します。 

紛争解決手続のご案内 

解決を依頼 

お客様と保険会社とで話し合い 

内容を確認 

申立書の受付 

紛争解決委員の選任 

 

意見聴取の実施 
（必要に応じて） 

 

和解案（特別調停案）の作成・提示 

資料の提出依頼 

 申立書の記載内容に不明な点
がある場合には補正等をお願い
することがあります。 

 申立書を受け付けたときは苦情
解決手続は終了します。 

※標準的な手続の進行例です。 
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経営について 

内部統制基本方針 
当社は、会社法および会社法施行規則ならびに当社の持株会社である東京海上ホールディングスとの間で

締結された経営管理契約および同社の定める東京海上グループに係る各種基本方針等に基づき、取締役会

において「内部統制基本方針」を以下のとおり制定し、本方針に従って内部統制システムを構築・運用していま

す。 

１．東京海上グループにおける業務の適正を確保するための体制 

(1) 当社は、東京海上グループ経営理念、東京海上ホールディングスとの間で締結された経営管理契約、「東京海上グループ 

グループ会社の経営管理に関する基本方針」をはじめとする各種グループ基本方針等に基づき、適切かつ健全な業務運

営を行う。 

(2) 当社は、事業戦略、事業計画等の重要事項の策定に際して東京海上ホールディングスの事前承認を得るとともに、各種グ

ループ基本方針等に基づく取り組み、事業計画の実施状況等を取締役会および東京海上ホールディングスに報告する。 

(3) 当社は、「東京海上グループ 経理に関する基本方針」に基づき、当社の財務状態および事業成績を把握し、株主・監督官

庁に対する承認・報告手続、税務申告等を適正に実施するための体制を整備する。 

(4) 当社は、「東京海上グループ 財務報告に係る内部統制に関する基本方針」に基づき、財務報告の適正性と信頼性を確保

するために必要な体制を整備する。 

(5) 当社は、「東京海上グループ 情報開示に関する基本方針」に基づき、企業活動に関する情報を適時・適切に開示するため

の体制を整備する。 

(6) 当社は、「東京海上グループ グループ内取引等の管理に関する基本方針」に基づき、グループ内取引等の管理体制を整

備する。 

 

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 

(1) 当社は、「東京海上グループ コンプライアンスに関する基本方針」に基づき、以下のとおり、コンプライアンス体制を整備す

る。 

a. 役職員が「東京海上グループ コンプライアンス行動規範」に則り、事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを

最優先するよう周知徹底を図る。 

b. コンプライアンスを統轄する部署を設置するとともに、年度アクションプランを策定して、コンプライアンスに関する取り組

みを行う。 

c. コンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、役職員が遵守すべき法令、社内ルール等に関する研修を実施して、コ

ンプライアンスの周知徹底を図る。 

d. 法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、通常の報告ルートのほかに、社内外にホッ

トライン（内部通報制度）を設け、その利用につき役職員に周知する。 

(2) 当社は、「東京海上グループ 顧客保護等に関する基本方針」に基づき、お客様本位を徹底し、顧客保護等を図るための

体制を整備する。 

(3) 当社は、「東京海上グループ 情報セキュリティ管理に関する基本方針」に基づき、情報セキュリティ管理体制を整備する。 

(4) 当社は、「東京海上グループ 反社会的勢力等への対応に関する基本方針」に基づき、反社会的勢力等への対応体制を

整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等とも連携して、

毅然とした姿勢で組織的に対応する。 

(5) 当社は、「東京海上グループ 内部監査に関する基本方針」に基づき、被監査部門から独立した内部監査担当部署を設置

するとともに、内部監査規程を制定し、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備する。 

 

３．リスク管理に関する体制 

(1) 当社は、「東京海上グループ リスク管理に関する基本方針」に基づき、以下のとおり、リスク管理体制を整備する。 

a. リスク管理方針を定め、当社の事業遂行に関わる様々なリスクについてリスク管理を行う。 

b. リスク管理を統轄する部署を設置するとともに、リスク管理方針において管理対象としたリスク毎に管理部署を定める。 

c. リスク管理についての年度アクションプランを策定する。 

(2) 当社は、「東京海上グループ 統合リスク管理に関する基本方針」に基づき、統合リスク管理方針を定めるとともに、グルー

プ全体の統合リスク管理の一環として、保有リスク量とリターンの状況を定期的にモニタリングする。 

(3) 当社は、「東京海上グループ 危機管理に関する基本方針」に基づき、危機管理方針を定め、危機管理体制を整備する。 
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経営について 

 

４．職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 当社は、経営管理契約に基づき、グループの経営戦略および経営計画に則って、事業計画（数値目標等を含む。）を策定

し、当該計画の実施状況をモニタリングする。 

(2) 当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を定めるととも

に、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。 

(3) 当社は、経営会議規則を定め、取締役等で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項について協議・報告を行う。 

(4) 当社は、「東京海上グループ ＩＴガバナンスに関する基本方針」に基づき、ＩＴガバナンスを実現するために必要な体制を整

備する。 

(5) 当社は、「東京海上グループ 人事に関する基本方針」に基づき、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公正な人事およ

び成果実力主義の徹底により、生産性および企業価値の向上の実現を図る。 

 

５．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、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等

は、同規程の定めるところに従い、適切に保存および管理を行う。 

 

６．監査役の職務を補助すべき職員に関する事項 

(1) 当社は、監査役の求めに応じ、監査役の監査業務を補助するための監査役直轄の事務局を設置し、監査業務を補助する

ために必要な知識・能力を具備した職員（専属を原則とする。）を配置する。 

(2) 監査役事務局に配置された職員は、監査役の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情

報の収集権限を有する。 

(3) 当該職員の人事考課、人事異動および懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。 

 

７．監査役への報告に関する体制 

(1) 役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告を行うととも

に、当社またはグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼす

おそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。 

(2) 当社は、監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう、必要な体

制を整備する。 

(3) 役職員は、ホットライン（内部通報制度）の運用状況および報告・相談事項について定期的に監査役に報告を行う。 

 

８．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、経営会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとする。 

(2) 監査役は、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行った重要な稟議書類等については、いつでも閲覧することができるも

のとする。 

(3) 役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。 

(4) 内部監査担当部署は、監査に協力することなどにより、監査役との連携を強化する。 

(5) 当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証明したときを除

き、これを支払うものとする。 
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経営について 

コーポレートガバナンスの状況 
 

 

当社は、お客さま、社員、地域・社会、株主という各ステークホルダーに対する責任を果たすためコーポレー

トガバナンスの充実を重要な経営課題として位置づけ、当社の持株会社である東京海上ホールディングスが

策定した「コーポレートガバナンス基本方針」およびグループの「内部統制基本方針」に基づいた健全で透明性

の高いコーポレートガバナンス態勢を構築しています。 

 

 

 

１．取締役会・監査役会 

当社の取締役会は、2019 年 7 月 1 日現在、社外

取締役 1 名を含む 9 名の取締役（任期 1 年）で構成

されています。監査役会は、社外監査役 2 名を含む

3 名の監査役で構成されています。社外取締役およ

び社外監査役と当社との間には、特別な利害関係

はありません。 

 

２．コンプライアンス態勢・品質の向上に向けた態勢 

当社では、取締役等で構成する経営会議におい

て、コンプライアンス態勢全般の整備状況の評価、

業務運営全般の適切性評価等を行う態勢としていま

す。コンプライアンスに関する重要事項は、経営会議

および取締役会において審議・決定し、コンプライア

ンスの一層の徹底を図っています。また、違反行為

に関する各種通報制度(ホットライン)を設け、これを

運用しています。 

 

３．リスク管理態勢 

当社は、保有するリスクに対して定性的・定量的

側面から、総合的な管理を行っています。また、リス

ク管理方針や統合リスク管理方針の制定等、リスク

管理に係る重要事項について、経営会議および取

締役会において審議・決定し、リスク管理の強化を

図っています。 

 

４．社外・社内の監査態勢 

■社外の監査・検査 

当社は社外の監査・検査として「会社法に基づく監

査法人による外部監査」を受けています。なお、当社

の会計監査人は、PwC あらた有限責任監査法人で

す。 

■社内の内部監査態勢 

当社では、内部監査を「経営目標の効果的な達成

を図るために、企業における全ての業務を対象とし

た内部管理態勢(法令等遵守態勢・リスク管理態勢

を含む)等の適切性、有効性を検証するプロセスであ

り、内部事務処理等の問題点の発見、指摘にとどま

らず、内部管理態勢等の評価および問題点の改善

方法の提言等を実施するもの」と定義して、すべて

の業務および組織を対象に内部監査を実施していま

す。また、内部監査結果については、経営会議およ

び取締役会に報告しています。

 

 

 

 

コーポレートガバナンス態勢 

当社の統治機構 
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経営について 

CSR（企業の社会的責任）の取り組み 

当社の事業活動は、多くのステークホルダーの皆さまからのご支持があってこそ成り立つものです。当社で

は、CSR（企業の社会的責任）は「経営理念の実践」そのものであるととらえ、「東京海上グループ CSR憲章」に

基づき CSR 活動を徹底的に実践していくことで、ステークホルダーの皆さまに提供する価値を高めていきたい

と考えています。 

当社では、コーポレート部が推進役となり、東京海上グループ共通の CSR 課題に取り組むとともに、自社独

自の CSR 活動を実践しています。 

 

 

東京海上グループでは、CSR を実践するための行動指針として、「東京海上グループ CSR憲章」を定めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京海上グループは、持続可能な開発目標（SDG

ｓ）達成にも貢献するべく、国連グローバル・コンパク

ト（UNGC）が提唱する行動10原則等、グループ経営

理念と共通する国内外のイニシアティブへの参加を

通じ、さまざまなステークホルダーとともに、安心・安

全でサステナブルな未来づくりに貢献しています。 

 

 

主な参加イニシアティブ 

・UNGC、国連環境計画金融イニシアティブ - 持続

可能な保険原則、国連責任投資原則、国連国際防

災戦略事務局 - 民間セクター・アライアンス、 

C l i m a t eWi s e、CDP、環境省・21世紀金融行動原

則等  

 

 

東京海上グループ CSR 憲章 

外部イニシアティブへの参加 
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経営について 

社会活動 
 

 

 

■ブラインドサッカー体験会の開催 

障がい者スポーツを知り、共感するとともに、東京

2020 大会に向けてパラスポーツを応援するため、ブ

ラインドサッカー日本代表選手とブラインドサッカー

協会の方を講師に迎えて、「ブラインドサッカー体験

会」を開催しました。東京海上グループ各社から合

計 33名が参加し、障がいを持つことへの理解を深め、

同時にチームワークの大切さやコミュニケーションの

重要性についても学べる貴重な機会となりました。 

■スペシャルオリンピックス日本への支援 

 東京海上グループの一員である東京海上日動火

災保険株式会社は、2005 年度より知的障がいのあ

る人たちに年間を通じて、スポーツ活動の場を提供

する、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本の

公式スポンサーとして、支援を行っています。当社も

アスリートたちを応援する証であるミサンガづくりの

ボランティアに参加しており、2018年度は合計113名

が参加しました。 

■東日本大震災 被災地復興支援活動 

岩手県盛岡市で開催された東日本大震災の追悼

行事「祈りの灯火 2019 ～広がれ！つながれ！明日

に向かって！～」の会場で当日灯された灯篭を、合

計 63 個作成しました。 

  

■新宿区「秋の地域ごみゼロ運動」への参加 

新宿区主催の「平成 30 年度 第 17 回秋の地域ご

みゼロ運動」に参加しました。新宿中央公園周辺で

清掃活動を行い、タバコの吸い殻や空き缶、ペットボ

トル等を回収し、街の美化に貢献しました。 

 

 

当社は、インターネットを活用した損害保険会社

の特性を活かし、環境にやさしいビジネスモデルの

構築をめざしています。具体的には、申込書を使わ

ないインターネットでのご契約手続きや、証券ｅ割

（保険証券を郵送せず、必要な場合に契約者ホーム

ページから保険証券やご契約者カードを印刷してい

ただくことで保険料を500円割り引く）等の推進により、

できるだけ紙資源を使わないビジネスモデルの構築

に取り組んでいます。 

また、当社はスマートフォンによる自動車保険の各

種サービスを提供しています。ご契約者はスマートフ

ォンを通じたインターネットから、事故の連絡や事故

対応状況の確認、契約内容の変更・更新手続き等

のサービスをご利用いただくことができます。また、

これから自動車保険の加入を検討されるお客さまに

ついても、見積りから申し込みまでの一連の手続き

を、スマートフォンを通じて完結いただくことができま

す。 

今後も、スマートフォンを含めたインターネットでの

各種サービスの提供において、より環境にやさしい

ビジネスモデルを追求していく予定です。 

 

社会貢献の取り組み 

 社員参加型の社会貢献活動の推進 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

 環境にやさしいビジネスモデルの構築 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 
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経営について 

  

 

                                                              

一般社団法人日本損害保険協会では事故、災害

および犯罪の防止・軽減にむけて、さまざまな社会

貢献活動に取り組んでおり、2015 年 9 月に国連サミ

ットにて採択された SDGs（Sustainable Development 

Goals）の達成にも貢献しています。当社も同協会の

一員としてその活動に協力しています。 

主な取り組みは以下のとおりです。 

 

■交通安全対策 

1. 交通事故防止・被害者への支援 

自賠責保険事業の運用益を以下のような自動車

事故防止対策・自動車事故被害者支援等に活用し

ています。 

（1）自動車事故防止対策 

高齢者の交通事故防止施策研究支援、自転車シ

ミュレータの寄贈、飲酒運転根絶事業支援等 

（2）自動車事故被害者支援 

高次脳機能障害者支援、脊髄損傷者支援、交通

遺児支援等 

（3）救急医療体制の整備 

高規格救急自動車の寄贈、救急外傷診療研修補

助等 

（4）自動車事故の医療に関する研究支援 

（5）適正な医療費支払のための医療研修等 

 

2. 交通安全啓発活動 

（1）交差点事故防止活動 

交差点における事故低減を目的として、47 都道

府県の事故多発交差点ワースト 5 の特徴や注意点

等をまとめた「全国交通事故多発交差点マップ」を毎

年損保協会ホームページで公開し、ドライバーや歩

行者、自転車利用者など、交差点を通行するすべて

の方への啓発を行っています。 

（2）自転車事故防止活動 

自転車事故の実態やルール・マナーの解説ととも

に、自転車事故による高額賠償事例や自転車事故 

に備える保険などを紹介した冊子と事故防止の啓発

チラシを作成し、講演会やイベントを通じて自転車事

故防止を呼びかけています。 

（3）高齢者の交通事故防止活動 

高齢者が運転時や歩行時に当事者となる交通事

故が増加していることから、チラシを作成し、高齢者

に対して安全な行動による事故防止を呼びかけてい

ます。また、映像コンテンツの公開や、反射材の着用

促進など、事故防止の取り組みを推進しています。 

（4）飲酒運転防止活動 

企業や自治体における飲酒運転防止の教育・研

修で使用する手引きとして「飲酒運転防止マニュア

ル」を作成するとともに、イベント等において本マニュ

アルを活用し、飲酒運転による事故のない社会の実

現に向けて啓発活動を行っています。 

  

■地域の安全意識の啓発 

1. 小学生向け安全教育プログラム「ぼうさい探検

隊」の普及 

子どもたちが楽しみながら、まちを探検し、まちに

ある防災、防犯、交通安全に関する施設・設備を発

見してマップにまとめる「ぼうさい探検隊」の取り組み

を通じ、安全教育の促進を図っています。 

 

2. 幼児向けの防災教育カードゲーム「ぼうさいダッ

ク」の作成・普及 

子どもたちが実際に身体を動かし、声を出して遊

びながら、安全・安心のための「最初の第一歩」を学

ぶことができるカードゲーム「ぼうさいダック」を作成

 日本損害保険協会としての社会貢献活動 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 
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経営について 

し、幼稚園・保育所等での実施を通じて、防災意識

の普及に取り組んでいます。 

 

■犯罪防止対策 

1. 盗難防止の日（10 月 7 日）の取り組み 

2003 年から 10 月 7 日を「盗難防止の日」と定め、

毎年、各地の街頭で損保社員、警察関係者などが

自動車盗難防止啓発チラシおよびノベルティを配布

し、自動車盗難防止対策の必要性を訴えています。 

 

2. 自動車盗難の防止 

「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェ

クトチーム」に 2001年の発足当初から民間側事務局

として参画し、自動車盗難防止対策に取り組んでい

ます。 

 

3. 啓発活動 

地域で子どもが犯罪や交通事故等の不慮の事故

に巻き込まれないよう、大人と子どもが一緒に対策

を考える手引きを作成し、防犯意識の高揚に取り組

んでいます。 

 

■環境問題への取り組み 

1. 自動車リサイクル部品活用の推進 

限りある資源を有効利用することにより、産業廃

棄物を削減し、地球温暖化の原因となっている CO2

の排出量を抑制することを目的として、自動車の修

理時におけるリサイクル部品の活用推進に取り組ん

でいます。 

 

2. 自動車修理における部品補修の推進 

 リサイクル部品の活用同様に、産業廃棄物と CO2

の排出量の抑制を目的として、啓発動画やチラシに

よる自動車部品補修の推進に取り組んでいます。 

※啓発動画は損保協会ホームページやユーチュー

ブに公開しています。 

3. エコ安全ドライブの推進 

環境にやさしく、安全運転にも効果がある「エコ安

全ドライブ」の取り組みを推進するため、ビデオクリッ

プ（DVD）とチラシを作成し、その普及に取り組んでい

ます。 

    

4. 環境問題に関する目標の設定 

地球温暖化対策として、CO2 排出量の削減と、循

環型社会の形成に向けた廃棄物排出量の削減につ

いて、業界として統一目標を設定し、その実現に向

けて取り組んでいます。 

 

■保険金不正請求防止に向けた取り組み 

1. 保険金不正請求ホットラインの運営 

 2013 年 1 月から「保険金不正請求ホットライン」を

開設して、損害保険の保険金不正請求に関する情

報を収集し、損害保険各社における対策に役立てて

います。 

 

2. 保険金詐欺防止ポスターの作成・掲出 

 保険金詐欺防止ポスターを作成し、会員会社や損

害保険代理店等に掲出し、保険金詐欺が重罪※であ

ることを周知するとともに、保険金詐欺をたくらむ人

物への牽制を図っています。 

※ 刑法第 246 条第 1 項 人を欺いて財物を交付さ

せた者は、10 年以下の懲役に処する。 

第 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を

得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様

とする。 

 

3. 保険金不正請求防止啓発動画の作成・公開 

 「これ位ならいいだろう」という出来心による保険金

不正請求を防止するため、啓発動画を作成し、損保

協会ホームページやユーチューブに公開していま

す。 
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経営について 

勧誘方針 

 

 

当社では以下の勧誘方針を定め、適正な金融商品の販売・勧誘に努めています。 

 

お客さまへの販売・勧誘にあたって 

 

お客さまの視点に立ってご満足いただけるように努めます 

 

■保険その他の金融商品の販売にあたって 

 * お客さまの商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を

総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。 

 * お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。 

 * お客さまに商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて

適切な説明に努めます。 

 

■各種の対応にあたって 

 * お客さまからのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。 

 * 保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。 

 * お客さまのご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。 

 

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます 

 

 * 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関す

る法律、その他の関係法令等を遵守します。 

 * 適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。 

 * お客さまのプライバシーを尊重するとともに、お客さまに関する情報については、適正な取扱いおよび厳

正な管理をいたします。 

 

以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」（平成 12 年法律第 101 号）に基づく弊社の「勧誘方針」で

す。 

 

勧誘方針 
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経営について 

コンプライアンスの徹底 

当社は常に高い倫理観を保ち、事業活動のあらゆる局面において、コンプライアンスを徹底します。また、東

京海上グループとして東京海上グループ各社の全役職員が遵守すべきコンプライアンス行動規範を定めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「当社が目指すコンプライアンスの姿とは、適正な業務運営による経営理念の実現であり、適正な業務運営

の取り組みは、当社社員の本来業務そのものである」という認識のもと、コンプライアンス態勢の強化を図り、

全役職員がコンプライアンスの徹底に取り組んでいます。 

当社ではコンプライアンスの統轄部門を設置し、会社全体におけるコンプライアンスの推進を行っています。 

また各部では部長をコンプライアンスの責任者・推進役とし、役職員一人ひとりがコンプライアンス推進の担

い手として、それぞれが所管する業務について主体的にコンプライアンスの推進、適切な業務運営に取り組ん

でいます。 

なお、コンプライアンス上の問題を発見した場合には、速やかに統轄部門に報告・相談を行うことが義務付

けられています。何らかの理由で通常のルートでの報告・相談を行うことが適当でないと判断した場合には、内

部通報制度（各種ホットライン）を利用して匿名で報告・相談を行うことができます。 

＜ 東京海上グループ コンプライアンス行動規範 ＞（骨子） 
 

■法令等の徹底 

法令や社内ルールを遵守するとともに､公正で自由な競争を行い､社会規範にもとることのない誠実かつ公

正な企業活動を行います｡ 

 

■社会との関係 

社会､政治との適正な関係を維持します｡ 

 

■適切かつ透明性の高い経営 

業務の適切な運営をはかるとともに､透明性の高い経営に努めます｡ 

 

■人権・環境の尊重 

お客様､役職員をはじめ､あらゆる人の基本的人権を尊重します｡また､地球環境に配慮して行動します｡ 

 

コンプライアンス態勢 
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経営について 

 

 

東京海上グループは、良き企業市民として公正な経営を貫き広く社会の発展に貢献するため、反社会的勢

力等との関係の遮断および不当要求等に対する拒絶を経営理念の実践における基本的事項として位置づけ、

反社会的勢力等に対して、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応するよう努めます。 

当社では、反社会的勢力等に対し、東京海上グループの基本方針を踏まえて以下１から５に基づき対応しま

す。 

１．組織としての対応 

反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、会社組織全体として対

応します。また、反社会的勢力等からの不当要求等に対応する役職員の安全を確保します。 

 

２．外部専門機関との連携 

 反社会的勢力等からの不当要求等に備えて、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外

部の専門機関との緊密な連携関係の構築に努め、不当要求等が行われた場合には必要に応じ連携して対応

します。 

 

３．取引を含めた一切の関係遮断 

 反社会的勢力等とは、業務上の取引関係を含めて、一切の関係を持つことのないよう努めます。また、反社

会的勢力等からの不当要求等は拒絶します。 

 

４．有事における民事と刑事の法的対応 

 反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。 

 

５．裏取引や資金提供の禁止 

 反社会的勢力等からの不当要求等が、東京海上グループの各社の不祥事を理由とする場合であっても、事

案を隠蔽するための裏取引は絶対に行いません。また、反社会的勢力等への資金提供は、リベート、利益上

乗せ、人の派遣等、いかなる形態であっても絶対に行いません。 

反社会的勢力等への対応 
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経営について 

 

 

当社では、「東京海上グループ 利益相反取引等の管理に関する方針」に則り、お客さまの利益が不当に害

されることのないように、利益相反取引等の管理に努めています。 

 

 

 

 

 

 

利益相反取引等の管理 

東京海上グループ 利益相反取引等の管理に関する方針（概要） 
 

１．利益相反取引等 

｢利益相反取引等｣とは、東京海上グループが行う取引等のうち、以下のものをいいます。 

(1) お客様の利益と東京海上グループの利益とが相反するおそれのある取引 

(2) お客様の利益が東京海上グループの他のお客様の不利益となるおそれのある取引 

(3) 東京海上グループが保有するお客様に関する情報をお客様の同意を得ないで利用する取引（本邦に

おける個人情報保護法または東京海上グループ会社に適用されるその他の法令等の規定に基づく、

あらかじめ特定された利用目的に係る取引を除きます。） 

(4) 上記(1)から(3)までに掲げるもののほか、東京海上グループのお客様の保護および東京海上グループ

の信用維持の観点から特に管理を必要とする取引その他の行為 

 

２．利益相反取引等の管理の態勢 

持株会社である東京海上ホールディングスは、東京海上グループの利益相反取引等の管理に関する事

項を一元的に管理します。また、当社は、利益相反取引等の管理を統轄する部署を設置するなど、法令

等に従い必要な態勢整備を行います。 

 

３．利益相反取引等の管理の方法 

東京海上グループは、利益相反取引等の管理を、以下の方法により実施してまいります。 

(1) 東京海上グループ各社は、利益相反取引等のおそれがある取引等を行おうとする場合には、事前に

東京海上ホールディングスに報告することとします。 

(2) 東京海上ホールディングスでは、報告された取引等について、お客様の利益を不当に害するまたは害

する可能性があると判断した場合には、以下の方法による措置を講じます。 

① 当該取引を行う部門と当該取引に係るお客様との他の取引を行う部門を分離する方法 

② 当該取引または当該取引に係るお客様との他の取引の条件または方法を変更する方法 

③ 当該取引に伴い、当該取引に係るお客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当

該取引に係るお客様に適切に開示する方法 

④ 当該取引等に伴い、東京海上ホールディングスおよび東京海上グループ会社が保有するお客様に

関する情報を利用することについて、当該お客様の同意を得る方法 

⑤ 当該取引等または当該取引に係るお客様との他の取引を中止する方法  

⑥ その他、東京海上ホールディングスが必要かつ適切と認める方法 

 

４．利益相反取引等の管理態勢の検証 

東京海上グループの利益相反取引等の管理態勢の適切性および有効性については、東京海上ホール

ディングスが定期的に検証してまいります。 

 



 

31 

 

 

経営について 

リスク管理 

 

 

保険事業運営上のリスクが高度化・複雑化・多様化していることを踏まえ、リスク管理が経営の重要課題の１

つとなっています。当社では、リスクを定性的・定量的側面から捉えて総合的なリスク管理態勢を構築していま

す。 

 

 

 

業務の健全性と適切性を確保し維持することを目

的に「リスク管理方針」を定め、リスク管理に係る組

織・体制、リスクの定義、レポーティングルール等、

当社のリスク管理全般に関する基本的事項を明確

化しています。 

「リスク管理方針」に基づき、当社の業務遂行に伴

い発生するリスクの洗い出しおよび特定、リスクの評

価、リスクの制御、コンティンジェンシー・プランの策

定、リスクのモニタリングを実施する一連のプロセス

を通じてリスク管理を実施しています。リスクの洗い

出しおよび特定は、エマージングリスク※も含めて実

施しています。また、当社の財務の健全性、業務継

続性等に極めて大きな影響を及ぼすリスクを重要な

リスクとして特定・評価の上、管理計画を策定し、そ

のリスク管理を実施しています。これらを、経営会議

および取締役会等に報告しています。 

※環境変化等により、新たに現れてくるリスクで

あって従来リスクとして認識していないリスクお

よびリスクの程度が著しく高まったリスク 

 

 

 

倒産防止の観点および資本の有効活用を図る観

点から、資本・リスクを一元的に管理する「統合リス

ク管理」を行っています。 

当社がさらされているリスク全体を定量的に把握し、

適切にリスクをコントロールしながら事業運営を行っ

ています。 

また、巨大自然災害による損害率の上昇、大規模

システム障害等を想定したシナリオをもとにストレス

テストを実施し、実施結果については経営の健全性

の確認に活用しています。 

 

 

 

リスクの顕在化により、お客さま等との関係に広範

かつ重大な影響が生じる、もしくは当社業務に著し

い支障が生じるような事態（緊急事態）に的確に対応

するため、「危機管理方針」を定めています。この方

針のもと、当社が被る経済的損失を極小化し、迅速

に通常業務に復旧するためにあらゆる行動・措置を

とることとしています。 

 

 

 

業務遂行に係る主要なリスクを特定し、各リスクに

ついて個別に「リスク管理方針」を定めています。ま

た、リスクごとに主管する部門を定めてリスク管理に

取り組んでいます。主要なリスクの概要は次のとおり

です。 

■保険引受リスク 

保険引受リスクは、①商品の開発・改定を行う場

合に、適切な保険約款・保険料率の設定が行われな

かったなど、商品開発改定等に関するリスク、②個

別の保険契約の引き受けを行う場合に、当社の引

受方針等に則った引き受けが行われないなどの個

別契約引き受けに関するリスク、③再保険等の適切

な手配が行われないなどの再保険等に関するリスク

リスク管理方針 

 リスク管理方針 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

 統合リスク管理方針 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

 危機管理方針 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

 個別リスク管理方針 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 
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――の３つからなります。 

■資産運用リスク 

資産運用に係る①市場リスク、②信用リスク――

の 2 つからなります。市場リスクは金利・為替・株式

等の市場変動、信用リスクは個別与信先の信用力

の変化により、損失を被るリスクのことです。 

■資金繰りリスク 

当社の財務内容の悪化等を原因として資金流入

の減少または資金流出の増加が生じることにより、

当社が債務を履行できなくなる等のリスクのことで

す。 

■事務リスク 

社員等の業務上のミスや不正等により当社が不

利益を被るリスクのことです。 

■システムリスク 

情報システムに関して、その停止または誤作動、

不正使用、セキュリティ対策の不備等が原因となっ

て、当社が直接、間接を問わず、損失を被るリスクの

ことです。 

■情報漏洩リスク 

役員・社員・外部委託先等の誤りや不正な処理等

により、顧客情報や機密情報が漏洩し、当社が損失

を被るリスクのことです。 

■法務リスク 

事業活動に関連して発生する可能性がある①法

令等を遵守しないことにより当社が損失を被るリスク、

②法的紛争の発生により当社が損失を被るリスク、

③法的判断または法的手続きを怠ること、またはそ

の誤りにより当社が損失を被るリスク ――をいいま

す。 

■人事労務リスク 

人事労務リスクとは、①必要な人材の確保または

育成が十分でないこと、②人事運営に関する不満に

起因する社員の士気の低下、③不適切な労務管理

に起因する社員またはスタッフの士気の低下または

心身の健康障害――により、当社の円滑な業務運

営が阻害されるリスクをいいます。 

■レピュテーショナルリスク 

当社または当社業務に密接な関係を有するものに

関する否定的な評価・評判が流布されることにより、

当社の信用やブランド価値等が損なわれ、結果的に

不利益を被るリスクのことです。 

■事故・災害・犯罪リスク 

事故・災害・犯罪に起因して、当社または当社業

務に密接な関連を有するものの生命・身体・資産・情

報・信用・業務遂行能力に被害が生じることにより、

当社が損失を被るリスクのことです。 

 

当社は、2019年4月より過大なリスクを保有することで経営の安定を阻害することがないよう、当社が定める

方針に基づき、東京海上日動火災保険株式会社と再保険契約を締結して、保険責任の一定割合を移転してい

ます。同再保険に付すことにより、巨大台風による風水災の際にも、当社が自ら負担する支払責任額を、資本

金に比較して十分に低い額にコントロールしています。 

 

資産運用 

 

 

 

 

当社では、保険金支払いに備えた流動性の確保

のため、預貯金による運用を行っています。  

      

 

当社では資金の運用に伴う信用リスクに対応する

ため、預入先の信用リスクの状況をモニタリングする

態勢としています。 

 

再保険について 

 資産運用リスク管理態勢 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

 資産運用方針 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 
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個人情報への対応 
 

 

当社は、お客さまの住所・氏名・契約内容等の情報を、業務上必要な範囲内において、適法で公正な方法に

より取得しています。その情報については、保険契約の引受・管理、適正な保険金の支払い、お客さまのニー

ズにあった保険商品・サービスのご案内等のために利用しています。 

また、当社では、「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」や関連ガイドライン等に基づき社内諸規程を整備し、社内および代理店の教育、モニ

タリングを行い、情報管理の徹底に取り組むとともに、日々、態勢の改善に努めています。 

お客さまの個人情報のお取り扱いに関しては下記の「お客さま情報の取扱方針」を定め、当社 Web サイト

（https://www.edsp.co.jp/）で公表しています。 

 

個人情報の保護 

お客さま情報の取扱方針 

 
 弊社は、お客さまの信頼をあらゆる事業活動の原点におき、損害保険事業を通じて、お客さまの豊かで快適な社会生活と

経済の発展に貢献することを目指しています。このような理念のもと、弊社は、個人情報取扱事業者として、「個人情報の保

護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）」、「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（以下「マイナンバー法」といいます。）」その他の法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン

その他のガイドライン、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」および東京海上グル

ープ プライバシーポリシーを遵守して、以下のとおり個人情報、個人番号および特定個人情報（以下個人番号と特定個人

情報を「特定個人情報等」といいます。）ならびに匿名加工情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を

講じます。また、弊社は、お預かりしている個人情報、特定個人情報等および匿名加工情報が業務上適切に取り扱われるよ

う、弊社代理店および弊社業務に従事している者等への指導および教育の徹底に努めます。なお、以下に記載の内容につ

いても適宜見直しを行い、改善に努めていきます。 

（＊）本方針における「個人情報」および「個人データ」とは、特定個人情報等を除くものをいいます。 

 

１．個人情報の取得について                           

（特定個人情報等につきましては下記９.をご覧ください。） 

弊社は、業務上必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を取得します。 

弊社は、 保険契約の申込書、お見積もり・お申し込みホームページ、保険金請求書、取引書類、アンケート、キャンペー

ン、お問い合わせ対応のための通話の記録などにより個人情報を取得します。 

また、各種ご連絡やお問い合わせ、ご相談等に際して、内容を正確に記録するために、通話内容の録音などにより個人情

報を取得することがあります。 

 

２．個人情報の利用目的について                         

（特定個人情報等につきましては下記９.をご覧ください。） 

弊社では、次の業務を実施する目的ならびに下記５．および６．に掲げる目的（以下「利用目的」といいます。）に必要な範

囲内で個人情報を利用します。 

利用目的は、お客さまにとって明確になるよう具体的に定め、ホームページで公表します。また、取得の場面に応じて利用

目的を限定するよう努め、申込書、お見積もり・お申し込みホームページ等に記載します。さらに、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) 損害保険契約の申し込みに係る引受の審査、引受、履行および管理 

(2) 適正な保険金および給付金の支払い 

(3) 弊社が有する債権の回収 

(4) 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求 

(5) 弊社が取り扱う金融商品の案内、募集および販売ならびに契約の締結、代理、媒介、取次ぎおよび管理 

(6) 弊社が取り扱うその他の商品およびサービスの案内、提供および管理 

(7) 上記(5)(6)に付帯、関連するサービスの案内、提供および管理 
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(8) 東京海上グループ各社および提携先企業等が取り扱う損害保険、生命保険、コンサルティング等の商品およびサービス

の案内 

(9) 各種イベント、キャンペーンおよびセミナーの案内ならびに各種情報の提供 

(10) 弊社または弊社代理店が提供する商品、サービス等に関するアンケートの実施 

(11) 市場調査、データ分析、アンケートの実施等による新たな商品およびサービスの開発 

(12) 弊社社員の採用、販売基盤（代理店等）の新設および維持管理 

(13) 他の事業者から個人情報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 

(14) 問い合わせ、依頼等への対応 

(15) その他、上記(1)から(14)に付随する業務ならびにお客さまとのお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 

 

利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うときは、個人情報保護法第 16 条第 3 項各号に掲げる場合を除

き、ご本人の同意を得るものとします。 

 

３．個人データの第三者への提供および第三者からの取得について                      

（特定個人情報等につきましては下記９.をご覧ください。） 

(1) 弊社では、次の場合を除いて、ご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供しません。 

○ 法令に基づく場合 

○ 弊社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合 

○ 弊社のグループ会社および提携先企業との間で共同利用を行う場合（下記「５．グループ会社および提携先企業との

共同利用について」をご覧ください。） 

○ 損害保険会社等との間で共同利用を行う場合（下記「６．情報交換制度等について」をご覧ください。） 

○ 国土交通省との間で共同利用を行う場合（下記「６．情報交換制度等について」をご覧ください。） 

(2) 弊社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項（どのような提供先

に、どのような個人データを提供したか等）について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関す

る事項（どのような提供元から、どのような個人データを取得したか、提供元の第三者がどのように当該データを取得した

か等）について確認・記録します。 

 

４．個人データおよび特定個人情報等の取扱いの委託  

弊社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データおよび特定個人情報等の取扱いを外部に委託することがあり

ます。弊社が、外部に個人データおよび特定個人情報等の取扱いを委託する場合には、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。 

弊社では、例えば次のような場合に、個人データの取扱いを委託しています。 

（（5）については特定個人情報等を含みます。） 

(1) 保険契約の募集に関わる業務 

(2) 損害調査に関わる業務 

(3) 情報システムの保守および運用に関わる業務 

(4) 付帯サービスの提供に関わる業務 

(5) 支払調書等の作成および提出に関わる業務 

 

５．グループ会社および提携先企業との共同利用について                  

（特定個人情報等につきましては共同利用を行いません。） 

前記２．(1)から(15)に記載した利用目的および持株会社による子会社の経営管理のために、弊社、東京海上グループ各社お

よび提携先企業との間で、以下のとおり個人データを共同利用します。 

(1) 個人データの項目： 住所、氏名、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

容および事故状況、保険金支払状況等の内容 

(2) 個人データ管理責任者:イーデザイン損害保険株式会社 

※弊社のグループ会社および提携先企業については、下記「16．会社一覧」をご覧ください。 

 

６．情報交換制度等について    

 （特定個人情報等につきましては情報交換制度等の対象外です。） 

(1) 弊社は、保険契約の締結または保険金の請求に際して行われ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します。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

（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。 

(2) 弊社は、自賠責保険に関する適正な支払のために、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（ http://www.giroj.or.jp/）をご覧ください。 
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(3) 弊社は、損害保険代理店の適切な監督や弊社社員の採用等のために、損害保険会社との間で、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（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。 

(4) 弊社は、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

険契約期間を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。 

詳細につきましては国土交通省のホームページ（http://www.jibai.jp）をご覧ください。 

 

７．信用情報の取扱いについて                          

信用情報に関する機関（ご本人の借入金返済能力に関する情報の収集および弊社に対する当該情報の提供を行うものをい

います。）から提供を受けた情報につきましては、「保険業法施行規則第 53 条の９」に基づき、返済能力の調査の目的に利用目

的が限定されています。 

弊社は、これらの情報につきましては、ご本人の返済能力に関する調査の目的以外には利用しません。 

 

８．センシティブ情報の取扱いについて            

弊社は、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活に関する情報（本人、国の機

関、地方公共団体、個人情報保護法第 76 条第 1 項各号もしくは同法施行規則第 6 条各号に掲げる者により公開されているも

の、または、本人を目視し、もしくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。以下「センシティブ情報」と

いいます。）を、個人情報保護法その他の法令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者提供しませ

ん。 

 

９．特定個人情報等の取扱いについて 

特定個人情報等は、マイナンバー法により利用目的が限定されており、弊社は、その目的を超えて取得・利用しません。 

マイナンバー法で認められている場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供しません。 

 

１０．ご契約内容および事故に関するご照会について                    

ご契約内容および保険金の支払内容に関するご照会については、下記のお問い合わせ先にお問い合わせください。ご照会者

がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応します。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

ご契約内容に関するご照会（イーデザイン損害保険株式会社 お客さまサポートセンター） 

電話 0120-098-040（受付時間：平日午前 9 時 30 分～午後 8 時、土・日・祝日午前 9 時 30 分～午後 6 時 （年末年始を除く） 

事故に関するご照会（イーデザイン損害保険株式会社 事故対応サービスセンター） 

事故対応サービスセンターの連絡先は以下のＵＲＬをご覧ください。 

（受付時間：午前 9 時～午後 6 時 土日祝祭日および年末年始を除く） 

https://www.edsp.co.jp/service/service_001/popup.html 

 

１１．個人情報保護法に基づく保有個人データおよび特定個人情報等に関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等について 

個人情報保護法に基づく保有個人データおよび特定個人情報等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（以下、「開示等請求」といいます。）については、下記「14．苦情やご相談について」にご請求ください。ご請求者がご本人で

あることをご確認させていただくとともに、弊社所定の書式にご記入いただいたうえで手続を行い、後日、原則として書面で回答し

ます。利用目的の通知請求および開示請求については、弊社所定の手数料をいただきます。 

開示等請求の詳細については以下のＵＲＬをご覧ください。 

https://www.edsp.co.jp/privacypolicy/popup.html 

 

１２．個人データおよび特定個人情報等の管理について                          

弊社では、個人データおよび特定個人情報等の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データおよび特定個人情報等

の安全管理のために、取扱規程等の整備、アクセス管理、持ち出し制限、外部からの不正アクセス防止のための措置、その他

の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お

よび最新性の確保に努めています。 

 

https://www.edsp.co.jp/service/service_001/popup.html
https://www.edsp.co.jp/privacypolicy/popup.html
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経営について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．匿名加工情報の取り扱いについて   

(1) 匿名加工情報の作成 

  弊社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる

個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの）を作成する場合には、以下の対応を行い

ます。 

○ 法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと 

○ 法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置を講じ

ること 

○ 作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること 

○ 作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと 

(2) 匿名加工情報の提供 

 弊社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と

提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であることを明示します。 

 
１４．苦情やご相談について（上記「１０．」以外）                      

弊社は、個人情報、特定個人情報等および匿名加工情報の取扱いに関する苦情およびご相談に対し適切かつ迅速に対応しま

す。 

弊社の個人情報、特定個人情報等および匿名加工情報の取扱いならびに個人データ、特定個人情報等および匿名加工情報の

安全管理措置に関するご照会、ご相談は、下記までお問い合わせください。 

また、弊社からのＥメール、ダイレクトメール等による新商品、サービスのご案内について、ご希望されない場合は、下記のお問い

合わせ先までお申し出ください。ただし、保険契約の維持および管理、保険金のお支払等に関する連絡は対象となりません。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

イーデザイン損害保険株式会社 お客さま相談ダイヤル 

電話 0120-063-040（受付時間 : 平日 午前 10 時～午後 6 時 年末年始を除く） 

 

１５．認定個人情報保護団体について                        

弊社は、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、特定個人情報等および匿名加工情報の取扱いに関する相談および苦情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） 

所在地  〒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） 

 

１６．会社一覧                                  

「５．グループ会社および提携先企業との共同利用について」における、東京海上グループ会社および提携先企業は、下記のと

おりです。 

(1) グループ会社：以下のＵＲＬをご覧ください。 

 http://www.tokiomarinehd.com/group/index.html 

(2) 提携先企業：個人データを弊社が提供している提携先企業はございません。 

 

 (注)以上の内容は、弊社業務に従事している者の個人情報、特定個人情報等および匿名加工情報については対象としていま

せん。 

http://www.sonpo.or.jp/
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経営について 

情報開示 

 

 

当社は、お客さま、社会、株主をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆さまの当社に対する理解を促

進し、適正にご評価いただくために、当社に関する重要な情報（財務的・社会的・環境的側面の情報を含む）の

公正かつ適時・適切な開示に努めます。 

 

■当社 Web サイト（ https://www.edsp.co.jp/ ） 

自動車保険の商品・サービス情報や、会社情報な

どをタイムリーに当社 Web サイトで紹介しています。

また、保険料のお見積もりやご契約のお申し込み・

更新手続等を簡単かつスピーディーにできるように

し、お客さまの利便性向上に努めています。 

 

※画面はイメージです。 

 

■契約者ホームページ 

ご契約者向けに契約者ホームページをご用意して

います。契約内容の確認、契約の更新や各種変更

のお手続き、事故対応状況の確認や相談等にご活

用いただけます。 

 

ステークホルダーの皆さまに当社の事業活動につ

いて幅広くご理解いただくために、毎年「イーデザイ

ン損保の現状」を作成しています。 

また、当社の持株会社である東京海上ホールディ

ングスでは、ステークホルダーの皆さま向けにトップ

メッセージ、経営戦略、財務の状況等をわかりやすく

ご説明するため「統合レポート  （東京海上ホールデ

ィングス ディスクロージャー誌）」を作成しています。 

 

情報開示 

 Web サイト  ディスクロージャー誌 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

https://www.edsp.co.jp/

