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２００４年度　第１回２００４年度　第１回２００４年度　第１回２００４年度　第１回
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本日のメインテーマ本日のメインテーマ本日のメインテーマ本日のメインテーマ本日のメインテーマ本日のメインテーマ本日のメインテーマ本日のメインテーマ
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三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋三井住友海上グループ　ＲＯＥ向上への道筋

国内損保事業国内損保事業国内損保事業国内損保事業国内損保事業国内損保事業国内損保事業国内損保事業 トップライントップライン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費削減事業費削減
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ロス改善ロス改善

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資産運用資産運用

新事業領域新事業領域新事業領域新事業領域新事業領域新事業領域新事業領域新事業領域 　　 海外事業海外事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生命保険事業生命保険事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金融サービス・リスク関連事業金融サービス・リスク関連事業

資本戦略資本戦略資本戦略資本戦略資本戦略資本戦略資本戦略資本戦略　　 　　 資本配分資本配分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配当・自社株取得配当・自社株取得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保有株式売却保有株式売却



ＭＳ ＷＡＶＥ Ⅱ　中間総括（１）
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成長力Ｎｏ．１指標成長力Ｎｏ．１指標成長力Ｎｏ．１指標成長力Ｎｏ．１指標成長力Ｎｏ．１指標成長力Ｎｏ．１指標成長力Ｎｏ．１指標成長力Ｎｏ．１指標

①①①①    国内損保の国内損保の国内損保の国内損保の

　　正味収保増収率　　正味収保増収率　　正味収保増収率　　正味収保増収率    １位１位１位１位

②②②② 国内外損保の国内外損保の国内外損保の国内外損保の

　　連結正味収保　　連結正味収保　　連結正味収保　　連結正味収保 ２位２位２位２位

③③③③ 損保系生保の損保系生保の損保系生保の損保系生保の

　　保有契約高　　保有契約高　　保有契約高　　保有契約高 ２位２位２位２位

単体増収率１．５％　単体増収率１．５％　単体増収率１．５％　単体増収率１．５％　

　⇒　大手損保で　　⇒　大手損保で　　⇒　大手損保で　　⇒　大手損保で　１位１位１位１位

連結正味収保　１兆３，８２５億円連結正味収保　１兆３，８２５億円連結正味収保　１兆３，８２５億円連結正味収保　１兆３，８２５億円（＋４．８％）（＋４．８％）（＋４．８％）（＋４．８％）

海外の高増収（＋３０．３％）により２位海外の高増収（＋３０．３％）により２位海外の高増収（＋３０．３％）により２位海外の高増収（＋３０．３％）により２位

きらめき生命きらめき生命きらめき生命きらめき生命
保有契約高　５兆７，８００億円保有契約高　５兆７，８００億円保有契約高　５兆７，８００億円保有契約高　５兆７，８００億円

２位との格差は６００億円縮小２位との格差は６００億円縮小２位との格差は６００億円縮小２位との格差は６００億円縮小
（２００３年３月末　５，５００億円（２００３年３月末　５，５００億円（２００３年３月末　５，５００億円（２００３年３月末　５，５００億円
　　　　　　　　　　　　　　→２００４年３月末　４，９００億円）　　　　　　　　　　　　　　→２００４年３月末　４，９００億円）　　　　　　　　　　　　　　→２００４年３月末　４，９００億円）　　　　　　　　　　　　　　→２００４年３月末　４，９００億円）

【達成状況】【達成状況】【達成状況】【達成状況】



ＭＳ ＷＡＶＥ Ⅱ　中間総括（２）
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収益力Ｎｏ．１指標収益力Ｎｏ．１指標収益力Ｎｏ．１指標収益力Ｎｏ．１指標収益力Ｎｏ．１指標収益力Ｎｏ．１指標収益力Ｎｏ．１指標収益力Ｎｏ．１指標

④④④④    コンバインドレシオコンバインドレシオコンバインドレシオコンバインドレシオ    １位１位１位１位

　　　　　　　　

　　　　　　　　

⑤⑤⑤⑤ 資産運用利回り資産運用利回り資産運用利回り資産運用利回り １位１位１位１位

コンバインドレシオ　９１．８％コンバインドレシオ　９１．８％コンバインドレシオ　９１．８％コンバインドレシオ　９１．８％

大手損保で　２位大手損保で　２位大手損保で　２位大手損保で　２位

計画対比で順調だが、計画対比で順調だが、計画対比で順調だが、計画対比で順調だが、
　　　　　　　一層の努力が必要　　　　　　　一層の努力が必要　　　　　　　一層の努力が必要　　　　　　　一層の努力が必要

インカム利回り　２．３３％インカム利回り　２．３３％インカム利回り　２．３３％インカム利回り　２．３３％

Ｖ９Ｖ９Ｖ９Ｖ９を達成を達成を達成を達成

【達成状況】【達成状況】【達成状況】【達成状況】



ＭＳ ＷＡＶＥ Ⅱ　２００４年度　経営目標数値（１）
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損害保険損害保険損害保険損害保険

グループ連結グループ連結グループ連結グループ連結

１兆２，３００億円１兆２，３００億円１兆２，３００億円１兆２，３００億円

３３．８３３．８３３．８３３．８    ％％％％

５９．２５９．２５９．２５９．２    ％％％％

９３．０９３．０９３．０９３．０    ％％％％

４７０億円４７０億円４７０億円４７０億円

５２０億円５２０億円５２０億円５２０億円

４．７％４．７％４．７％４．７％

１兆３，１７０億円１兆３，１７０億円１兆３，１７０億円１兆３，１７０億円

５７０億円５７０億円５７０億円５７０億円

５．１％５．１％５．１％５．１％

正味収入保険料正味収入保険料正味収入保険料正味収入保険料

事業費率事業費率事業費率事業費率

損害率損害率損害率損害率

コンバインドレシオコンバインドレシオコンバインドレシオコンバインドレシオ

一般利配収入一般利配収入一般利配収入一般利配収入

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

ＲＯＥＲＯＥＲＯＥＲＯＥ

１兆２，１００億円１兆２，１００億円１兆２，１００億円１兆２，１００億円

３３．９３３．９３３．９３３．９    ％％％％

５９．１５９．１５９．１５９．１    ％％％％

９３．０９３．０９３．０９３．０    ％％％％

４６０億円４６０億円４６０億円４６０億円

６３０億円６３０億円６３０億円６３０億円

４．５％４．５％４．５％４．５％

１兆３，０３０億円１兆３，０３０億円１兆３，０３０億円１兆３，０３０億円

６８０億円６８０億円６８０億円６８０億円

４．８％４．８％４．８％４．８％

ＭＳ　ＷＡＶＥＭＳ　ＷＡＶＥＭＳ　ＷＡＶＥＭＳ　ＷＡＶＥＭＳ　ＷＡＶＥＭＳ　ＷＡＶＥＭＳ　ＷＡＶＥＭＳ　ＷＡＶＥ  ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ
（当初目標）（当初目標）（当初目標）（当初目標）（当初目標）（当初目標）（当初目標）（当初目標）

２００４年度目標２００４年度目標２００４年度目標２００４年度目標２００４年度目標２００４年度目標２００４年度目標２００４年度目標
（修正後）（修正後）（修正後）（修正後）（修正後）（修正後）（修正後）（修正後）

　→　→　→　→

→→→→

→→→→

→→→→

→→→→

→→→→

→→→→

→→→→

→→→→

→→→→

連結正味収入保険料連結正味収入保険料連結正味収入保険料連結正味収入保険料

連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益

連結ＲＯＥ連結ＲＯＥ連結ＲＯＥ連結ＲＯＥ

（もどリッチファンド、自賠責効果を除く）（もどリッチファンド、自賠責効果を除く）（もどリッチファンド、自賠責効果を除く）（もどリッチファンド、自賠責効果を除く）



ＭＳ ＷＡＶＥ Ⅱ　２００４年度　経営目標数値（２）

6

国内損保事業以外で国内損保事業以外で国内損保事業以外で国内損保事業以外で実質的当期純利益１００億円規模実質的当期純利益１００億円規模実質的当期純利益１００億円規模実質的当期純利益１００億円規模実質的当期純利益１００億円規模実質的当期純利益１００億円規模実質的当期純利益１００億円規模実質的当期純利益１００億円規模をあげるをあげるをあげるをあげる

生命保険生命保険生命保険生命保険生命保険生命保険生命保険生命保険

海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業

ﾘｽｸ関連事業ﾘｽｸ関連事業ﾘｽｸ関連事業ﾘｽｸ関連事業ﾘｽｸ関連事業ﾘｽｸ関連事業ﾘｽｸ関連事業ﾘｽｸ関連事業

金融サービス金融サービス金融サービス金融サービス金融サービス金融サービス金融サービス金融サービス

　きらめき生命保有契約高　きらめき生命保有契約高　きらめき生命保有契約高　きらめき生命保有契約高  ６兆９，０００億円６兆９，０００億円６兆９，０００億円６兆９，０００億円

　　　　 実質当期純利益（＊）　　実質当期純利益（＊）　　実質当期純利益（＊）　　実質当期純利益（＊）　　　　　　　　　　　　　　    ３１億円３１億円３１億円３１億円

　　　　ＭＳシティ生命ＭＳシティ生命ＭＳシティ生命ＭＳシティ生命

　　　　 当期純利益（損失）　　　　　当期純利益（損失）　　　　　当期純利益（損失）　　　　　当期純利益（損失）　　　　　　　　　▲１５億円▲１５億円▲１５億円▲１５億円

　当期純利益　当期純利益　当期純利益　当期純利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　７６億円　７６億円　７６億円　７６億円

　当期純利益　当期純利益　当期純利益　当期純利益    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    １１億円１１億円１１億円１１億円

　当期純利益　当期純利益　当期純利益　当期純利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　１億円１億円１億円１億円

＊＊＊＊きらめき生命の標準責任準備金に向けた積増を行わなかった場合の当期純利益きらめき生命の標準責任準備金に向けた積増を行わなかった場合の当期純利益きらめき生命の標準責任準備金に向けた積増を行わなかった場合の当期純利益きらめき生命の標準責任準備金に向けた積増を行わなかった場合の当期純利益



三井住友海上グループの強み
（競争他社を凌駕するもの）

7

○三井・住友グループのポテンシャリティー○三井・住友グループのポテンシャリティー
－日本の製造業を支えるメーカー群
－グループ総従業員数２００万人の巨大マーケット

○企業分野　損保業界トップレベル○企業分野　損保業界トップレベル
－主要２７業種トップ１０の企業との取引率：８０％
－東・名・阪　企業部門ナンバーワン　　２００３年度増収率 ＋２．８％

○窓販チャネルの出力
－損保銀行窓販　２００３年度増収率　＋１２％，業界トップ水準

－変額個人年金　２００３年度契約高　４，３００億円

○生保チャネル提携（三井生命、住友生命）
－募集従事者　５０，０００人，　２００３年度売上高　２００億円規模

○海外ネットワーク
－３７ヶ国・５９ヶ所の営業網，　２００３年度増収率 ＋２７％



三井住友海上グループの目指す姿　<２０１０年度>

8

拡大路線でコア利益を 大化

国内損害保険国内損害保険国内損害保険国内損害保険国内損害保険国内損害保険国内損害保険国内損害保険

５１０億円（８２％）５１０億円（８２％）５１０億円（８２％）５１０億円（８２％）５１０億円（８２％）５１０億円（８２％）５１０億円（８２％）５１０億円（８２％）

生命保険生命保険生命保険生命保険生命保険生命保険生命保険生命保険  ２０億円（３％）２０億円（３％）２０億円（３％）２０億円（３％）２０億円（３％）２０億円（３％）２０億円（３％）２０億円（３％）

海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業  ８０億円（１３％）８０億円（１３％）８０億円（１３％）８０億円（１３％）８０億円（１３％）８０億円（１３％）８０億円（１３％）８０億円（１３％）

金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連  １０億円（２％）１０億円（２％）１０億円（２％）１０億円（２％）１０億円（２％）１０億円（２％）１０億円（２％）１０億円（２％）

＜２００３年度実績＞＜２００３年度実績＞＜２００３年度実績＞＜２００３年度実績＞

利益　６２０億円（＊）利益　６２０億円（＊）利益　６２０億円（＊）利益　６２０億円（＊）

国内損害保険国内損害保険国内損害保険国内損害保険国内損害保険国内損害保険国内損害保険国内損害保険

（５５～６０％）（５５～６０％）（５５～６０％）（５５～６０％）（５５～６０％）（５５～６０％）（５５～６０％）（５５～６０％）

海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業海外事業  　（１５％）　（１５％）　（１５％）　（１５％）　（１５％）　（１５％）　（１５％）　（１５％）

生命保険　（２０～２５％）生命保険　（２０～２５％）生命保険　（２０～２５％）生命保険　（２０～２５％）生命保険　（２０～２５％）生命保険　（２０～２５％）生命保険　（２０～２５％）生命保険　（２０～２５％）

金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連金融ｻｰﾋﾞｽ･ﾘｽｸ関連  　（５％）　（５％）　（５％）　（５％）　（５％）　（５％）　（５％）　（５％）

＜２０１０年度計画＞＜２０１０年度計画＞＜２０１０年度計画＞＜２０１０年度計画＞

利益　１，０００億円利益　１，０００億円利益　１，０００億円利益　１，０００億円

＊＊＊＊株式売却益、クレジット・デリバティブ評価益、特別損益を除く株式売却益、クレジット・デリバティブ評価益、特別損益を除く株式売却益、クレジット・デリバティブ評価益、特別損益を除く株式売却益、クレジット・デリバティブ評価益、特別損益を除く



国内損保事業（１）　トップライン対策①　商　品

9

基幹商品　基幹商品　ＭＶＰＭＶＰ

　自動車保険自動車保険自動車保険自動車保険自動車保険自動車保険自動車保険自動車保険

　医療保険医療保険医療保険医療保険医療保険医療保険医療保険医療保険

　火災保険火災保険火災保険火災保険火災保険火災保険火災保険火災保険

差別化商品で引受台数増加
２００３年度　ネット増収　５７億円　 《自動車減収額を４０％相殺》

２００４年度　目標台数　６５０万台 　（←前年５７５万台）

第三分野の差別化商品
２００３年度　ネット増収　７２億円　 《傷害増収額の７８％相当》

２００４年度　販売目標　２０万件 　（←前年１０．６万件）

火災売れ筋商品の決定版
２００３年度　ネット増収　７６億円　 《火災増収額の６８％相当》

２００４年度　販売目標　４８１億円　（ネット増収７０億円）

（注）数値はすべて営業保険料ベース



営業社員の新規開拓力アップ営業社員の新規開拓力アップ営業社員の新規開拓力アップ営業社員の新規開拓力アップ

国内損保事業（２）　トップライン対策②　販売網

10

販売網構造改革を本格展開販売網構造改革を本格展開

販売力のある「販売力のある「販売力のある「販売力のある「販売力のある「販売力のある「販売力のある「販売力のある「代理店代理店代理店代理店代理店代理店代理店代理店５０，０００店体制」の実現５０，０００店体制」の実現５０，０００店体制」の実現５０，０００店体制」の実現５０，０００店体制」の実現５０，０００店体制」の実現５０，０００店体制」の実現５０，０００店体制」の実現

　２００７年度末・保有代理店数

　　　５０，０００店５０，０００店５０，０００店５０，０００店
　　（２００３年度末の約７５％）

「「「「「「「「増収と効率」を実現する体制増収と効率」を実現する体制増収と効率」を実現する体制増収と効率」を実現する体制増収と効率」を実現する体制増収と効率」を実現する体制増収と効率」を実現する体制増収と効率」を実現する体制

＜上位層＞＜上位層＞＜上位層＞＜上位層＞

＜中間層＞＜中間層＞＜中間層＞＜中間層＞

＜小規模層＞＜小規模層＞＜小規模層＞＜小規模層＞

成長層成長層成長層成長層 停滞層停滞層停滞層停滞層

新設新設新設新設　毎年５，０００店を新設　毎年５，０００店を新設　毎年５，０００店を新設　毎年５，０００店を新設

集約化集約化集約化集約化　毎年１５％を集約化　毎年１５％を集約化　毎年１５％を集約化　毎年１５％を集約化

・代理店新設による増収効果・代理店新設による増収効果・代理店新設による増収効果・代理店新設による増収効果

増収①増収①増収①増収①

代理店の新設代理店の新設代理店の新設代理店の新設

【代理店の大型化】【代理店の大型化】【代理店の大型化】【代理店の大型化】【代理店の大型化】【代理店の大型化】【代理店の大型化】【代理店の大型化】

【新設５，０００店運動】【新設５，０００店運動】【新設５，０００店運動】【新設５，０００店運動】【新設５，０００店運動】【新設５，０００店運動】【新設５，０００店運動】【新設５，０００店運動】

【集約化】【集約化】【集約化】【集約化】【集約化】【集約化】【集約化】【集約化】

マーケットの二次開拓、顧客グリップマーケットの二次開拓、顧客グリップマーケットの二次開拓、顧客グリップマーケットの二次開拓、顧客グリップマーケットの二次開拓、顧客グリップマーケットの二次開拓、顧客グリップマーケットの二次開拓、顧客グリップマーケットの二次開拓、顧客グリップ
業務効率化業務効率化業務効率化業務効率化業務効率化業務効率化業務効率化業務効率化

ローコストオペレーションの拡大ローコストオペレーションの拡大ローコストオペレーションの拡大ローコストオペレーションの拡大増収③増収③増収③増収③

増収②増収②増収②増収②

効率対応効率対応効率対応効率対応



国内損保事業（３）　トップライン対策③　強みの発揮

グループの強みを発揮し、トップライン押し上げグループの強みを発揮し、トップライン押し上げグループの強みを発揮し、トップライン押し上げグループの強みを発揮し、トップライン押し上げグループの強みを発揮し、トップライン押し上げグループの強みを発揮し、トップライン押し上げグループの強みを発揮し、トップライン押し上げグループの強みを発揮し、トップライン押し上げ

11

企業分野企業分野企業分野企業分野
ＣプロジェクトＣプロジェクトＣプロジェクトＣプロジェクト

大企業の周辺マーケットを大企業の周辺マーケットを大企業の周辺マーケットを大企業の周辺マーケットを
全国規模で開拓全国規模で開拓全国規模で開拓全国規模で開拓

金融セクター・チャネル金融セクター・チャネル金融セクター・チャネル金融セクター・チャネル
金融営業本部設置金融営業本部設置金融営業本部設置金融営業本部設置
銀行窓販推進に向けた銀行窓販推進に向けた銀行窓販推進に向けた銀行窓販推進に向けた

販売体制・商品販売体制・商品販売体制・商品販売体制・商品

生保チャネル提携生保チャネル提携生保チャネル提携生保チャネル提携
三井生命に出向者派遣三井生命に出向者派遣三井生命に出向者派遣三井生命に出向者派遣

損保販売支援のため損保販売支援のため損保販売支援のため損保販売支援のため
全エリア本部に配置全エリア本部に配置全エリア本部に配置全エリア本部に配置

ニュー・チャネルニュー・チャネルニュー・チャネルニュー・チャネル
メディア・チャネル開発部を創設メディア・チャネル開発部を創設メディア・チャネル開発部を創設メディア・チャネル開発部を創設

コールセンターの機能拡充コールセンターの機能拡充コールセンターの機能拡充コールセンターの機能拡充
職域・カードホルダー集団に対する通販職域・カードホルダー集団に対する通販職域・カードホルダー集団に対する通販職域・カードホルダー集団に対する通販



◆新ビジネスモデルの展開◆新ビジネスモデルの展開◆新ビジネスモデルの展開◆新ビジネスモデルの展開◆新ビジネスモデルの展開◆新ビジネスモデルの展開◆新ビジネスモデルの展開◆新ビジネスモデルの展開

国内損保事業（４）　２００４年度ＣＳ業革本格展開

◆ＣＳ業革のねらい◆ＣＳ業革のねらい◆ＣＳ業革のねらい◆ＣＳ業革のねらい

事業費率低減事業費率低減

代理店契約入力率代理店契約入力率代理店契約入力率代理店契約入力率 キャッシュレス化率キャッシュレス化率キャッシュレス化率キャッシュレス化率

２００２年度２００２年度２００２年度２００２年度
２００３年度２００３年度２００３年度２００３年度
２００４年度末目標２００４年度末目標２００４年度末目標２００４年度末目標

３０％３０％３０％３０％
４５％４５％４５％４５％
６０％６０％６０％６０％

平均証券作成日数平均証券作成日数平均証券作成日数平均証券作成日数◆ＣＳ業革の推進◆ＣＳ業革の推進◆ＣＳ業革の推進◆ＣＳ業革の推進
５０％５０％５０％５０％
６０％６０％６０％６０％
８０％８０％８０％８０％

８日８日８日８日
６日６日６日６日
５日５日５日５日

◆新ビジネスモデルの展開◆◆新ビジネスモデルの展開◆
モバイル端末により、お客さまの面前で全ての手続きがモバイル端末により、お客さまの面前で全ての手続きがモバイル端末により、お客さまの面前で全ての手続きがモバイル端末により、お客さまの面前で全ての手続きが

ペーパーレス・　印鑑レス・　キャッシュレスで完結ペーパーレス・　印鑑レス・　キャッシュレスで完結ペーパーレス・　印鑑レス・　キャッシュレスで完結ペーパーレス・　印鑑レス・　キャッシュレスで完結

２００３年度下期～
代理店パイロット代理店パイロット代理店パイロット代理店パイロット
検証実施済み検証実施済み検証実施済み検証実施済み

２００４年度下期～
本格展開本格展開本格展開本格展開

いよいよ開始いよいよ開始いよいよ開始いよいよ開始

Ｃ　Ｓ　向　上Ｃ　Ｓ　向　上Ｃ　Ｓ　向　上Ｃ　Ｓ　向　上Ｃ　Ｓ　向　上Ｃ　Ｓ　向　上Ｃ　Ｓ　向　上Ｃ　Ｓ　向　上

コ　ス　ト　削　減コ　ス　ト　削　減コ　ス　ト　削　減コ　ス　ト　削　減コ　ス　ト　削　減コ　ス　ト　削　減コ　ス　ト　削　減コ　ス　ト　削　減 トップライン拡大トップライン拡大トップライン拡大トップライン拡大トップライン拡大トップライン拡大トップライン拡大トップライン拡大
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国内損保事業（５）　事業費削減取組

13（年度）

(億円)

着実な成果で収益性向上着実な成果で収益性向上着実な成果で収益性向上着実な成果で収益性向上

社費削減額（累計）社費削減額（累計）社費削減額（累計）社費削減額（累計）社費削減額（累計）社費削減額（累計）社費削減額（累計）社費削減額（累計）

（注）計算の分母となる正味収入保険料には、もどリッチファンド及び自賠責の政府出再廃止の影響を含まない。

（計画）

（計画）

保 険 引 受
社 費 率 19 .4% 18.7% 17.4% 16.8% 16.2% 15.9%
代 理 店

手 数 料 率 17 .8% 17.7% 17.9% 17.8% 17.7% 17.5%

事 業 費 率 37 .3% 36.4% 35.3% 34.6% 33.9% 33.5%



国内損保事業（６）　自動車保険ロス改善取組
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◆自動車損害サービスシステム　◆自動車損害サービスシステム　◆自動車損害サービスシステム　◆自動車損害サービスシステム　ＷＩＴＨＷＩＴＨＷＩＴＨＷＩＴＨＷＩＴＨＷＩＴＨＷＩＴＨＷＩＴＨ　　　　

◆２００４◆２００４◆２００４◆２００４年度は、さらなる自動車損害率の改善に注力年度は、さらなる自動車損害率の改善に注力年度は、さらなる自動車損害率の改善に注力年度は、さらなる自動車損害率の改善に注力

　　－ＬＫ会議（ロス改善ミーティング）

　　－医療対策専任者の大幅増強 　　　　　 －画像伝送システムの機能追加

支払促進取組（仕掛かり中案件数）支払促進取組（仕掛かり中案件数）支払促進取組（仕掛かり中案件数）支払促進取組（仕掛かり中案件数）支払促進取組（仕掛かり中案件数）支払促進取組（仕掛かり中案件数）支払促進取組（仕掛かり中案件数）支払促進取組（仕掛かり中案件数） 保険金支払単価の推移保険金支払単価の推移保険金支払単価の推移保険金支払単価の推移保険金支払単価の推移保険金支払単価の推移保険金支払単価の推移保険金支払単価の推移

29.5

25.2

23.1

20
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2002/3 2003/3 2004/3

万件

225

237
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293

228

231
242

245

200

250

300

2001/03 2002/3 2003/3 2004/3

車両
対物

千円

支払の迅速化支払の迅速化支払の迅速化支払の迅速化支払の迅速化支払の迅速化支払の迅速化支払の迅速化 支払の適正化支払の適正化支払の適正化支払の適正化支払の適正化支払の適正化支払の適正化支払の適正化



国内損保事業（７）　当社資産運用の強みと特徴①
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１．２００３年度インカム利回り　－１．２００３年度インカム利回り　－１．２００３年度インカム利回り　－１．２００３年度インカム利回り　－１．２００３年度インカム利回り　－１．２００３年度インカム利回り　－１．２００３年度インカム利回り　－１．２００３年度インカム利回り　－  ９年連続Ｖ９年連続Ｖ９年連続Ｖ９年連続Ｖ９年連続Ｖ９年連続Ｖ９年連続Ｖ９年連続Ｖ  －－－－－－－－
利息及び配当金収入、インカム利回り　の推移　利息及び配当金収入、インカム利回り　の推移　利息及び配当金収入、インカム利回り　の推移　利息及び配当金収入、インカム利回り　の推移　（億円，％）

（年度）（年度）（年度）（年度） ２００２２００２２００２２００２ ２００３２００３２００３２００３

三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上 1,168 2.37 1,143 2.33
東 京 海 上東 京 海 上東 京 海 上東 京 海 上 1,162 1.78 921 1.78
損保ジャパン損保ジャパン損保ジャパン損保ジャパン 723 1.90 751 1.96

２．ポートフォリオの特徴２．ポートフォリオの特徴２．ポートフォリオの特徴２．ポートフォリオの特徴２．ポートフォリオの特徴２．ポートフォリオの特徴２．ポートフォリオの特徴２．ポートフォリオの特徴

公社債公社債公社債公社債
29.3%29.3%29.3%29.3%

その他その他その他その他
7.4%7.4%7.4%7.4%不動産不動産不動産不動産

4.4%4.4%4.4%4.4%

国内国内国内国内
株式株式株式株式
31.9%31.9%31.9%31.9%

貸付貸付貸付貸付
12.2%12.2%12.2%12.2%

外国外国外国外国
証券証券証券証券
14.7%14.7%14.7%14.7%

その他その他その他その他
3.1%3.1%3.1%3.1%

企業企業企業企業
　貸付　貸付　貸付　貸付
57.4%57.4%57.4%57.4%

個人個人個人個人
ローンローンローンローン
39.5%39.5%39.5%39.5%

国債国債国債国債
9.9%9.9%9.9%9.9%

地方債地方債地方債地方債
21.2%21.2%21.2%21.2%

社債社債社債社債
68.9%68.9%68.9%68.9%

①　運用資産内訳①　運用資産内訳①　運用資産内訳①　運用資産内訳①　運用資産内訳①　運用資産内訳①　運用資産内訳①　運用資産内訳 ②　公社債の内訳②　公社債の内訳②　公社債の内訳②　公社債の内訳②　公社債の内訳②　公社債の内訳②　公社債の内訳②　公社債の内訳 ③　貸付金の内訳③　貸付金の内訳③　貸付金の内訳③　貸付金の内訳③　貸付金の内訳③　貸付金の内訳③　貸付金の内訳③　貸付金の内訳

３．インカム収益拡大策３．インカム収益拡大策３．インカム収益拡大策３．インカム収益拡大策３．インカム収益拡大策３．インカム収益拡大策３．インカム収益拡大策３．インカム収益拡大策
２００３年３月末２００３年３月末２００３年３月末２００３年３月末 ２００４年３月末２００４年３月末２００４年３月末２００４年３月末 ２００５年３月末（計画）２００５年３月末（計画）２００５年３月末（計画）２００５年３月末（計画）

①個人ローン（残高）①個人ローン（残高）①個人ローン（残高）①個人ローン（残高）  ２，６９６億円２，６９６億円２，６９６億円２，６９６億円  ２，９４１億円２，９４１億円２，９４１億円２，９４１億円  　３，３００億円　３，３００億円　３，３００億円　３，３００億円

②オルタナティブ投資（残高）②オルタナティブ投資（残高）②オルタナティブ投資（残高）②オルタナティブ投資（残高）  　　４６０億円　　４６０億円　　４６０億円　　４６０億円 　　　　　　　　 ５９３億円５９３億円５９３億円５９３億円 　　　　　　　　 　８００億円　８００億円　８００億円　８００億円



国内損保事業（８）　当社資産運用の強みと特徴②

16

 （＋）金利収入アップ

 （＋）積立負債の将来負担減

４．堅実な信用リスク管理４．堅実な信用リスク管理４．堅実な信用リスク管理４．堅実な信用リスク管理４．堅実な信用リスク管理４．堅実な信用リスク管理４．堅実な信用リスク管理４．堅実な信用リスク管理

貸付金　…　リスク管理債権比率　３．８％（２００３年度末）

債    券　…　格付け「Ａ」格以上　９８％

リスク管理債権残高の推移　　　　リスク管理債権残高の推移　　　　リスク管理債権残高の推移　　　　リスク管理債権残高の推移　　　　　　　　　　　　（億円）
（年度）（年度）（年度）（年度） ２００２２００２２００２２００２ ２００３２００３２００３２００３

三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上 321 (4.5) 282 (3.8)
東 京 海 上東 京 海 上東 京 海 上東 京 海 上 546 (8.4) 256 (4.6)
損保ジャパン損保ジャパン損保ジャパン損保ジャパン 369 (6.0) 225 (4.3)
注：（　）内は貸付金に占める割合（％）

５．金利上昇は総体的にプラス効果５．金利上昇は総体的にプラス効果５．金利上昇は総体的にプラス効果５．金利上昇は総体的にプラス効果５．金利上昇は総体的にプラス効果５．金利上昇は総体的にプラス効果５．金利上昇は総体的にプラス効果５．金利上昇は総体的にプラス効果

（－） 債券時価の低下
　　  （但し満期時には回復）

Ａ格Ａ格Ａ格Ａ格

ＡＡ格ＡＡ格ＡＡ格ＡＡ格

ＡＡＡ格ＡＡＡ格ＡＡＡ格ＡＡＡ格

国内外債券の格付分布国内外債券の格付分布国内外債券の格付分布国内外債券の格付分布国内外債券の格付分布国内外債券の格付分布国内外債券の格付分布国内外債券の格付分布
（２００３年度末）（２００３年度末）



海外事業（１）　成長力・収益力でグループ連結経営に貢献

2,3002,3002,3002,300

1,2371,2371,2371,237

1,2001,2001,2001,200

945945945945

811811811811

2010201020102010

2004200420042004

2003200320032003

2002200220022002

2001200120012001

高い成長率高い成長率高い成長率高い成長率高い成長率高い成長率高い成長率高い成長率
海外正味保険料海外正味保険料海外正味保険料海外正味保険料海外正味保険料海外正味保険料海外正味保険料海外正味保険料

（年度）

160160160160

76767676

86868686

-20-20-20-20

-46-46-46-46

2010201020102010

2004200420042004

2003200320032003

2002200220022002

2001200120012001

（年度）

収益も急伸収益も急伸収益も急伸収益も急伸収益も急伸収益も急伸収益も急伸収益も急伸
海外当期利益海外当期利益海外当期利益海外当期利益海外当期利益海外当期利益海外当期利益海外当期利益
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（億円） （億円）

（計画） （計画）



海外事業（２）　アジア市場に 注力

18

２００３年度２００３年度２００３年度２００３年度
投資実績投資実績投資実績投資実績

２００３年度２００３年度２００３年度２００３年度２００３年度２００３年度２００３年度２００３年度

投資実績投資実績投資実績投資実績投資実績投資実績投資実績投資実績

計画案件計画案件計画案件計画案件計画案件計画案件計画案件計画案件計画案件計画案件計画案件計画案件

アジア拠点網の拡充アジア拠点網の拡充アジア拠点網の拡充アジア拠点網の拡充アジア拠点網の拡充アジア拠点網の拡充アジア拠点網の拡充アジア拠点網の拡充

・チョラマンダラムＭＳ（インド）・チョラマンダラムＭＳ（インド）・チョラマンダラムＭＳ（インド）・チョラマンダラムＭＳ（インド）　　　　…　１８億円，２６％出資　１８億円，２６％出資　１８億円，２６％出資　１８億円，２６％出資

・バンコクライフ（タイ）　・バンコクライフ（タイ）　・バンコクライフ（タイ）　・バンコクライフ（タイ）　 　　　　 　　　　　　　　　　　　…　　７億円，４％出資　　７億円，４％出資　　７億円，４％出資　　７億円，４％出資

・アユタヤ損保（タイ）　　・アユタヤ損保（タイ）　　・アユタヤ損保（タイ）　　・アユタヤ損保（タイ）　　 　　　　　　　　　　　　…　４５億円，２４．９％出資　４５億円，２４．９％出資　４５億円，２４．９％出資　４５億円，２４．９％出資

・アジア・インシュアランス（カンボジア）・アジア・インシュアランス（カンボジア）・アジア・インシュアランス（カンボジア）・アジア・インシュアランス（カンボジア）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　…　　１億円，２５％出資　　１億円，２５％出資　　１億円，２５％出資　　１億円，２５％出資

・中国現地法人設立（認可申請中）・中国現地法人設立（認可申請中）・中国現地法人設立（認可申請中）・中国現地法人設立（認可申請中）

　上海支店　２００３年度成績　　上海支店　２００３年度成績　　上海支店　２００３年度成績　　上海支店　２００３年度成績　…　黒字化・累損解消　黒字化・累損解消　黒字化・累損解消　黒字化・累損解消

２００３年度実績２００３年度実績２００３年度実績２００３年度実績 　正味収保　２６３億円　（増収率１０％）　正味収保　２６３億円　（増収率１０％）　正味収保　２６３億円　（増収率１０％）　正味収保　２６３億円　（増収率１０％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　当期利益　　３５億円　（前年比＋１６億円）　当期利益　　３５億円　（前年比＋１６億円）　当期利益　　３５億円　（前年比＋１６億円）　当期利益　　３５億円　（前年比＋１６億円）

２００４年度計画２００４年度計画２００４年度計画２００４年度計画 　正味収保　２８３億円，　当期利益　３３億円　正味収保　２８３億円，　当期利益　３３億円　正味収保　２８３億円，　当期利益　３３億円　正味収保　２８３億円，　当期利益　３３億円

　着実な業容拡大　　着実な業容拡大　　着実な業容拡大　　着実な業容拡大　



海外事業（３）　アジア市場におけるトップライン対策

19

516516516516

456456456456

440440440440

411411411411

371371371371

307307307307

2005200520052005

2004200420042004

2003200320032003

2002200220022002

2001200120012001

2000200020002000

高い成長率高い成長率高い成長率高い成長率高い成長率高い成長率高い成長率高い成長率
当社グロス保険料当社グロス保険料当社グロス保険料当社グロス保険料当社グロス保険料当社グロス保険料当社グロス保険料当社グロス保険料（億円）（億円）（億円）（億円） 自動車ディーラー自動車ディーラー自動車ディーラー自動車ディーラー自動車ディーラー自動車ディーラー自動車ディーラー自動車ディーラー

（タイ）（タイ）（タイ）（タイ）（タイ）（タイ）（タイ）（タイ）
販売キャンペーンを通じ、販売キャンペーンを通じ、販売キャンペーンを通じ、販売キャンペーンを通じ、
全国のディーラー拠点を開拓全国のディーラー拠点を開拓全国のディーラー拠点を開拓全国のディーラー拠点を開拓

代理店代理店代理店代理店代理店代理店代理店代理店
（シンガポール）（シンガポール）（シンガポール）（シンガポール）（シンガポール）（シンガポール）（シンガポール）（シンガポール）

優良代理店の組織「優良代理店の組織「優良代理店の組織「優良代理店の組織「Elite Club」」」」
ローカル市場での販売拡大ローカル市場での販売拡大ローカル市場での販売拡大ローカル市場での販売拡大

銀行窓販銀行窓販銀行窓販銀行窓販銀行窓販銀行窓販銀行窓販銀行窓販
（タイ，フィリピン）（タイ，フィリピン）（タイ，フィリピン）（タイ，フィリピン）（タイ，フィリピン）（タイ，フィリピン）（タイ，フィリピン）（タイ，フィリピン）

現法パートナーの銀行窓口で現法パートナーの銀行窓口で現法パートナーの銀行窓口で現法パートナーの銀行窓口で
パーソナルラインの保険販売パーソナルラインの保険販売パーソナルラインの保険販売パーソナルラインの保険販売

通販通販通販通販通販通販通販通販
（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア）

JUSCOカードカードカードカード会員４０万人に対し会員４０万人に対し会員４０万人に対し会員４０万人に対し

保険販売のＤＭキャンペーン保険販売のＤＭキャンペーン保険販売のＤＭキャンペーン保険販売のＤＭキャンペーン

独自商品独自商品独自商品独自商品独自商品独自商品独自商品独自商品
（中国）（中国）（中国）（中国）（中国）（中国）（中国）（中国）

準記名式団体傷害保険を独自開発準記名式団体傷害保険を独自開発準記名式団体傷害保険を独自開発準記名式団体傷害保険を独自開発
日系企業従業員の労災を補償日系企業従業員の労災を補償日系企業従業員の労災を補償日系企業従業員の労災を補償

（計画）

（計画）



海外事業（４）　米州・欧州・再保険子会社
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億円

億円

正味保険料伸び率正味保険料伸び率正味保険料伸び率正味保険料伸び率正味保険料伸び率正味保険料伸び率正味保険料伸び率正味保険料伸び率

収支も着実に改善収支も着実に改善収支も着実に改善収支も着実に改善収支も着実に改善収支も着実に改善収支も着実に改善収支も着実に改善

2002　　　　2003　　　　2004 2002　　　　2003　　　　2004 2002　　　　2003　　　　2004

米国事業米国事業米国事業米国事業米国事業米国事業米国事業米国事業 欧州事業欧州事業欧州事業欧州事業欧州事業欧州事業欧州事業欧州事業 海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社

2002　　　　2003　　　　2004 2002　　　　2003　　　　2004 2002　　　　2003　　　　2004

米国事業米国事業米国事業米国事業米国事業米国事業米国事業米国事業

欧州事業欧州事業欧州事業欧州事業欧州事業欧州事業欧州事業欧州事業

海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社海外再保険子会社

（計画） （計画） （計画）

（計画） （計画） （計画）

（注）米国事業および欧州事業の数値には、現地の連結対象子会社のほか、親会社引受分を含む。



生命保険（１）　グループのコア事業に

21

三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上

きらめき生命きらめき生命きらめき生命きらめき生命きらめき生命きらめき生命きらめき生命きらめき生命

（保障重視型商品）（保障重視型商品）（保障重視型商品）（保障重視型商品）（保障重視型商品）（保障重視型商品）（保障重視型商品）（保障重視型商品）

三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上三井住友海上

シティインシュアランスシティインシュアランスシティインシュアランスシティインシュアランスシティインシュアランスシティインシュアランスシティインシュアランスシティインシュアランス

生命生命生命生命生命生命生命生命

（（（（（（（（資産活用型商品）資産活用型商品）資産活用型商品）資産活用型商品）資産活用型商品）資産活用型商品）資産活用型商品）資産活用型商品）

独自商品独自商品独自商品独自商品

販売網強化販売網強化販売網強化販売網強化

収益力収益力収益力収益力
アップアップアップアップ

急成長分野急成長分野急成長分野急成長分野

変額個人変額個人変額個人変額個人

年金保険年金保険年金保険年金保険

－ＭＳ終身（市場金利連動型）　　　　　５５％－ＭＳ終身（市場金利連動型）　　　　　５５％－ＭＳ終身（市場金利連動型）　　　　　５５％－ＭＳ終身（市場金利連動型）　　　　　５５％

－無解約返戻金型収入保障保険　　　３５％－無解約返戻金型収入保障保険　　　３５％－無解約返戻金型収入保障保険　　　３５％－無解約返戻金型収入保障保険　　　３５％

－生保専門要員（首都圏・関西に８３名配置）－生保専門要員（首都圏・関西に８３名配置）－生保専門要員（首都圏・関西に８３名配置）－生保専門要員（首都圏・関西に８３名配置）

－２００３年度－２００３年度－２００３年度－２００３年度

　　実質当期純利益　　実質当期純利益　　実質当期純利益　　実質当期純利益 　３６億円　３６億円　３６億円　３６億円

－２０１０－２０１０－２０１０－２０１０年度利益目標　　　年度利益目標　　　年度利益目標　　　年度利益目標　　　 １００億円１００億円１００億円１００億円

－販売網　銀行・証券会社　２５社－販売網　銀行・証券会社　２５社－販売網　銀行・証券会社　２５社－販売網　銀行・証券会社　２５社

－２００３－２００３－２００３－２００３年度販売実績　４，２６５億円年度販売実績　４，２６５億円年度販売実績　４，２６５億円年度販売実績　４，２６５億円

－米国会計基準では－米国会計基準では－米国会計基準では－米国会計基準では
　　２００３年度　黒字化達成　　２００３年度　黒字化達成　　２００３年度　黒字化達成　　２００３年度　黒字化達成
　　２００４年度に累損解消の見込み　　２００４年度に累損解消の見込み　　２００４年度に累損解消の見込み　　２００４年度に累損解消の見込み

－－－－将来の利益目標　　　１００億円規模将来の利益目標　　　１００億円規模将来の利益目標　　　１００億円規模将来の利益目標　　　１００億円規模

２００３年度２００３年度２００３年度２００３年度
ウェートウェートウェートウェート



生命保険（２）：きらめき生命の実績
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新契約高の推移新契約高の推移新契約高の推移新契約高の推移

保有契約高の推移保有契約高の推移保有契約高の推移保有契約高の推移

新契約高＝過去 高新契約高＝過去 高新契約高＝過去 高新契約高＝過去 高新契約高＝過去 高新契約高＝過去 高新契約高＝過去 高新契約高＝過去 高

前期比＋２３．６％前期比＋２３．６％前期比＋２３．６％前期比＋２３．６％

保有契約高＝２桁の伸び保有契約高＝２桁の伸び保有契約高＝２桁の伸び保有契約高＝２桁の伸び保有契約高＝２桁の伸び保有契約高＝２桁の伸び保有契約高＝２桁の伸び保有契約高＝２桁の伸び

　前期比＋１４．７％　前期比＋１４．７％　前期比＋１４．７％　前期比＋１４．７％

計画

計画

実質当期純利益＝２１億円増加実質当期純利益＝２１億円増加実質当期純利益＝２１億円増加実質当期純利益＝２１億円増加実質当期純利益＝２１億円増加実質当期純利益＝２１億円増加実質当期純利益＝２１億円増加実質当期純利益＝２１億円増加

　１５億円→３６億円１５億円→３６億円１５億円→３６億円１５億円→３６億円

規模も収益力も順調に成長規模も収益力も順調に成長規模も収益力も順調に成長規模も収益力も順調に成長規模も収益力も順調に成長規模も収益力も順調に成長規模も収益力も順調に成長規模も収益力も順調に成長
＜２００３年度決算＞＜２００３年度決算＞＜２００３年度決算＞＜２００３年度決算＞

億円

億円
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生命保険（３）：きらめき生命 ２０１０年利益１００億円①
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2.252.252.252.25

2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2010201020102010

＜新契約高の伸び＞

ロイヤルメンバー

生保専門要員

商品戦略商品戦略

２００２／４ ２００３／４ ２００３／１０ ２００４／５ ２００４年度計画

２，０００店

１００人程度

９８４店８６７店７３１店５５０店

８３人

+2%

+10
%

+2
2%

+2
4%

+3
0%

←実績← →計画→

兆円

収入保障系商品の重点推進　（２００４年２月　無解約返戻型新商品投入）

販売網強化戦略販売網強化戦略

６３人－－
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生命保険（４）：きらめき生命 ２０１０年利益１００億円②
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2.02.02.02.0

4.04.04.04.0

6.06.06.06.0

8.08.08.08.0

10.010.010.010.0

12.012.012.012.0

14.014.014.014.0

標準責準未達残高標準責準未達残高標準責準未達残高標準責準未達残高

実質当期純利益実質当期純利益実質当期純利益実質当期純利益

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

保有契約高保有契約高保有契約高保有契約高

②保有契約の増加

　２００４年度　６．９兆円
　２０１０年度約１３兆円

②保有契約の増加

　２００４年度　６．９兆円
　２０１０年度約１３兆円

①新契約の積み上げ①新契約の積み上げ

③実質利益の増加③実質利益の増加

⑤２０１０年度

    当期純利益１００億円到達

⑤２０１０年度

    当期純利益１００億円到達

④標準責準積増を加速

　 ２００９年度標準責準達成

④標準責準積増を加速

　 ２００９年度標準責準達成

兆円
億円
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純 資 産 価 値純 資 産 価 値純 資 産 価 値純 資 産 価 値
保有契約価値保有契約価値保有契約価値保有契約価値
合 　 計合 　 計合 　 計合 　 計
増 加 率増 加 率増 加 率増 加 率

２００２年度末２００２年度末２００２年度末２００２年度末

２７２２７２２７２２７２
３６１３６１３６１３６１
６３２６３２６３２６３２
－－－－

２００３年度末２００３年度末２００３年度末２００３年度末

２７６２７６２７６２７６
４７３４７３４７３４７３
７４９７４９７４９７４９
１８％１８％１８％１８％

生命保険（５）　きらめき生命のエンベディッド・バリュー

６３２６３２６３２６３２６３２６３２６３２６３２
億円億円億円億円億円億円億円億円

2002200220022002年度末年度末年度末年度末 2003200320032003年度末年度末年度末年度末

ＥＶ値ＥＶ値ＥＶ値ＥＶ値

７４９７４９７４９７４９７４９７４９７４９７４９
億円億円億円億円億円億円億円億円

開業時資本金　２００億円　（１９９６年１０月開業時資本金　２００億円　（１９９６年１０月開業時資本金　２００億円　（１９９６年１０月開業時資本金　２００億円　（１９９６年１０月))))

その後増資その後増資その後増資その後増資                        １００億円　１００億円　１００億円　１００億円　((((１９９８年４月１９９８年４月１９９８年４月１９９８年４月))))

２００３年度末　２００３年度末　２００３年度末　２００３年度末　ＥＶＥＶＥＶＥＶ        ７４９億円７４９億円７４９億円７４９億円 年平均１４％年平均１４％年平均１４％年平均１４％年平均１４％年平均１４％年平均１４％年平均１４％

の価値増加の価値増加の価値増加の価値増加の価値増加の価値増加の価値増加の価値増加

１１７億円１１７億円１１７億円１１７億円
増加増加増加増加

事業の成果事業の成果事業の成果事業の成果
による増加による増加による増加による増加
９４億円９４億円９４億円９４億円

（増加率１５％）（増加率１５％）（増加率１５％）（増加率１５％）

事業の成果事業の成果事業の成果事業の成果
による増加による増加による増加による増加
９４億円９４億円９４億円９４億円

（増加率１５％）（増加率１５％）（増加率１５％）（増加率１５％）

（億円）（億円）（億円）（億円）

＜２００３年度の増減内訳＞＜２００３年度の増減内訳＞＜２００３年度の増減内訳＞＜２００３年度の増減内訳＞
（億円）（億円）（億円）（億円）

注）保有契約価値計算に使用する保険事故発生率等の前提
を直近の統計データに改め実態に近いものとした。改定前の
数値は保有契約価値２２１億円、合計４９３億円。

注）

注）

要　　　　因要　　　　因要　　　　因要　　　　因

新　契　約新　契　約新　契　約新　契　約

前期ＥＶからの期待収益前期ＥＶからの期待収益前期ＥＶからの期待収益前期ＥＶからの期待収益

想定と実績の差等想定と実績の差等想定と実績の差等想定と実績の差等

金利変動等投資関連金利変動等投資関連金利変動等投資関連金利変動等投資関連

合　　　　計合　　　　計合　　　　計合　　　　計

増減額増減額増減額増減額

　＋７１　＋７１　＋７１　＋７１

　＋３８　　＋３８　　＋３８　　＋３８　

　　　　 △１５△１５△１５△１５

　＋２２　＋２２　＋２２　＋２２

＋１１７＋１１７＋１１７＋１１７

外部要因
の影響
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生命保険（６）　三井住友海上シティ生命

26

日米金融業界で も優れた協力モデル日米金融業界で も優れた協力モデル

開業１年半で　変額年金保険業界　第２位　に躍進開業１年半で　変額年金保険業界　第２位　に躍進
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金融サービス事業，リスク関連サービス事業

27

リスク関連事業リスク関連事業リスク関連事業リスク関連事業リスク関連事業リスク関連事業リスク関連事業リスク関連事業

金融サービス金融サービス金融サービス金融サービス金融サービス金融サービス金融サービス金融サービス

金融保証金融保証金融保証金融保証金融保証金融保証金融保証金融保証
＜保証残高　１０，８１５　→　９，９５１億円＞＜保証残高　１０，８１５　→　９，９５１億円＞＜保証残高　１０，８１５　→　９，９５１億円＞＜保証残高　１０，８１５　→　９，９５１億円＞

ベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタル
＜投資事業組合　運営残高　５１　→　６５億円＞＜投資事業組合　運営残高　５１　→　６５億円＞＜投資事業組合　運営残高　５１　→　６５億円＞＜投資事業組合　運営残高　５１　→　６５億円＞

天候デリバティブ天候デリバティブ天候デリバティブ天候デリバティブ天候デリバティブ天候デリバティブ天候デリバティブ天候デリバティブ
＜引受残高　１６５　→　７７３百万円＞＜引受残高　１６５　→　７７３百万円＞＜引受残高　１６５　→　７７３百万円＞＜引受残高　１６５　→　７７３百万円＞

アセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメント
＜受託資産残高（含投信）　　→　１１．８兆円＞＜受託資産残高（含投信）　　→　１１．８兆円＞＜受託資産残高（含投信）　　→　１１．８兆円＞＜受託資産残高（含投信）　　→　１１．８兆円＞

確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金
＜当社商品　採用企業数　９　→　３０７社＞＜当社商品　採用企業数　９　→　３０７社＞＜当社商品　採用企業数　９　→　３０７社＞＜当社商品　採用企業数　９　→　３０７社＞

投資信託販売投資信託販売投資信託販売投資信託販売投資信託販売投資信託販売投資信託販売投資信託販売
＜預かり資産残高　３６８　→　２，５６７億円＞＜預かり資産残高　３６８　→　２，５６７億円＞＜預かり資産残高　３６８　→　２，５６７億円＞＜預かり資産残高　３６８　→　２，５６７億円＞

リスク・コンサルティングリスク・コンサルティングリスク・コンサルティングリスク・コンサルティングリスク・コンサルティングリスク・コンサルティングリスク・コンサルティングリスク・コンサルティング
＜外販売上げ　４９７　→　４８３百万円＞＜外販売上げ　４９７　→　４８３百万円＞＜外販売上げ　４９７　→　４８３百万円＞＜外販売上げ　４９７　→　４８３百万円＞

海外アシスタンス海外アシスタンス海外アシスタンス海外アシスタンス海外アシスタンス海外アシスタンス海外アシスタンス海外アシスタンス
＜売上げ　１４　→　２３億円＞＜売上げ　１４　→　２３億円＞＜売上げ　１４　→　２３億円＞＜売上げ　１４　→　２３億円＞

アプレーザルアプレーザルアプレーザルアプレーザルアプレーザルアプレーザルアプレーザルアプレーザル
＜売上げ　　→　７０百万円＞＜売上げ　　→　７０百万円＞＜売上げ　　→　７０百万円＞＜売上げ　　→　７０百万円＞

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス
＜売上げ　１２　→　１３億円＞＜売上げ　１２　→　１３億円＞＜売上げ　１２　→　１３億円＞＜売上げ　１２　→　１３億円＞

お客さまにトータルなリスク・ソリューションを提供お客さまにトータルなリスク・ソリューションを提供お客さまにトータルなリスク・ソリューションを提供お客さまにトータルなリスク・ソリューションを提供お客さまにトータルなリスク・ソリューションを提供お客さまにトータルなリスク・ソリューションを提供お客さまにトータルなリスク・ソリューションを提供お客さまにトータルなリスク・ソリューションを提供

（注）＜　　＞内の数値は、左側が２００１年度、右側が２００３年度。

　　　アセットマネジメントおよびアプレーザルは新設会社。



資本政策（１）　資本政策の基本方針
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コア利益の拡大　⇒　連結ＲＯＥの向上コア利益の拡大　⇒　連結ＲＯＥの向上コア利益の拡大　⇒　連結ＲＯＥの向上コア利益の拡大　⇒　連結ＲＯＥの向上１．１．１．１．

コア利益の株主還元　⇒　配当と自社株取得で積極還元コア利益の株主還元　⇒　配当と自社株取得で積極還元コア利益の株主還元　⇒　配当と自社株取得で積極還元コア利益の株主還元　⇒　配当と自社株取得で積極還元２．２．２．２．

国内損保事業：　　　①トップライン対策国内損保事業：　　　①トップライン対策国内損保事業：　　　①トップライン対策国内損保事業：　　　①トップライン対策

　　　　　　　　　　　　　　②コンバインドレシオの改善　　　　　　　　　　　　　　②コンバインドレシオの改善　　　　　　　　　　　　　　②コンバインドレシオの改善　　　　　　　　　　　　　　②コンバインドレシオの改善

　　　　　　　　　　　　　　③ネット一般利息配当金の安定的拡大　　　　　　　　　　　　　　③ネット一般利息配当金の安定的拡大　　　　　　　　　　　　　　③ネット一般利息配当金の安定的拡大　　　　　　　　　　　　　　③ネット一般利息配当金の安定的拡大

海外・生保事業等：海外・生保事業等：海外・生保事業等：海外・生保事業等：　　　　高収益事業への積極投資、Ｍ＆Ａ高収益事業への積極投資、Ｍ＆Ａ高収益事業への積極投資、Ｍ＆Ａ高収益事業への積極投資、Ｍ＆Ａ

配当　　　配当　　　配当　　　配当　　　　　　　　　　　：　コア利益の水準に合わせて段階的な増配を指向：　コア利益の水準に合わせて段階的な増配を指向：　コア利益の水準に合わせて段階的な増配を指向：　コア利益の水準に合わせて段階的な増配を指向

自社株取得：　①当社株の株価水準をみながら機動的に実行自社株取得：　①当社株の株価水準をみながら機動的に実行自社株取得：　①当社株の株価水準をみながら機動的に実行自社株取得：　①当社株の株価水準をみながら機動的に実行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②継続実施で、発行済株式総数の１０％削減を目指す②継続実施で、発行済株式総数の１０％削減を目指す②継続実施で、発行済株式総数の１０％削減を目指す②継続実施で、発行済株式総数の１０％削減を目指す



資本政策（２）　余剰資本の有効活用
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時価純資産時価純資産時価純資産時価純資産時価純資産時価純資産時価純資産時価純資産
（ＮＡＶ）（ＮＡＶ）（ＮＡＶ）（ＮＡＶ）（ＮＡＶ）（ＮＡＶ）（ＮＡＶ）（ＮＡＶ）

リスク総量リスク総量リスク総量リスク総量

事業継続のための資本ﾊﾞｯﾌｧｰ

ネット余剰資本ネット余剰資本ネット余剰資本ネット余剰資本ネット余剰資本ネット余剰資本ネット余剰資本ネット余剰資本
伸
縮

伸
縮

○資本バッファー：リスク総量発現後にも事業継続を可能とするための資本量○資本バッファー：リスク総量発現後にも事業継続を可能とするための資本量○資本バッファー：リスク総量発現後にも事業継続を可能とするための資本量○資本バッファー：リスク総量発現後にも事業継続を可能とするための資本量

継続的な株式売却　継続的な株式売却　継続的な株式売却　継続的な株式売却　継続的な株式売却　継続的な株式売却　継続的な株式売却　継続的な株式売却　
　　　　↓　　　　↓　　　　↓　　　　↓　　　　↓　　　　↓　　　　↓　　　　↓
ネット余剰資本の安定化　→　有効活用ネット余剰資本の安定化　→　有効活用ネット余剰資本の安定化　→　有効活用ネット余剰資本の安定化　→　有効活用ネット余剰資本の安定化　→　有効活用ネット余剰資本の安定化　→　有効活用ネット余剰資本の安定化　→　有効活用ネット余剰資本の安定化　→　有効活用

１．現　状１．現　状１．現　状１．現　状１．現　状１．現　状１．現　状１．現　状

２．取　組２．取　組２．取　組２．取　組２．取　組２．取　組２．取　組２．取　組

[[９９％ＶａＲ９９％ＶａＲ]]

①新規事業投資①新規事業投資①新規事業投資①新規事業投資①新規事業投資①新規事業投資①新規事業投資①新規事業投資
②資産ポートフォリオ 適化②資産ポートフォリオ 適化②資産ポートフォリオ 適化②資産ポートフォリオ 適化②資産ポートフォリオ 適化②資産ポートフォリオ 適化②資産ポートフォリオ 適化②資産ポートフォリオ 適化
③自己株式の買付③自己株式の買付③自己株式の買付③自己株式の買付③自己株式の買付③自己株式の買付③自己株式の買付③自己株式の買付



経営理念の実現に向けて　ＣＳＲ取組
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コンプライアンス　リスク管理　ディスクロージャーコンプライアンス　リスク管理　ディスクロージャーコンプライアンス　リスク管理　ディスクロージャーコンプライアンス　リスク管理　ディスクロージャーコンプライアンス　リスク管理　ディスクロージャーコンプライアンス　リスク管理　ディスクロージャーコンプライアンス　リスク管理　ディスクロージャーコンプライアンス　リスク管理　ディスクロージャー
コミュニケーション　人間尊重　地球環境保護コミュニケーション　人間尊重　地球環境保護コミュニケーション　人間尊重　地球環境保護コミュニケーション　人間尊重　地球環境保護コミュニケーション　人間尊重　地球環境保護コミュニケーション　人間尊重　地球環境保護コミュニケーション　人間尊重　地球環境保護コミュニケーション　人間尊重　地球環境保護

グループ行動憲章グループ行動憲章グループ行動憲章グループ行動憲章
７つのステークホルダー７つのステークホルダー７つのステークホルダー７つのステークホルダー

グループ行動憲章グループ行動憲章グループ行動憲章グループ行動憲章
７つのステークホルダー７つのステークホルダー７つのステークホルダー７つのステークホルダー

持続的成長持続的成長持続的成長持続的成長持続的成長持続的成長持続的成長持続的成長 企業価値向上企業価値向上企業価値向上企業価値向上企業価値向上企業価値向上企業価値向上企業価値向上

社会との相互発展社会との相互発展社会との相互発展社会との相互発展社会との相互発展社会との相互発展社会との相互発展社会との相互発展

ＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲ
委員会委員会委員会委員会委員会委員会委員会委員会

お客さま、代理店、社員、取引先お客さま、代理店、社員、取引先お客さま、代理店、社員、取引先お客さま、代理店、社員、取引先
地域社会・国際社会、環境、株主地域社会・国際社会、環境、株主地域社会・国際社会、環境、株主地域社会・国際社会、環境、株主
お客さま、代理店、社員、取引先お客さま、代理店、社員、取引先お客さま、代理店、社員、取引先お客さま、代理店、社員、取引先
地域社会・国際社会、環境、株主地域社会・国際社会、環境、株主地域社会・国際社会、環境、株主地域社会・国際社会、環境、株主



ＭＳ　ＷＡＶＥⅡ　経営目標数値ＭＳ　ＷＡＶＥⅡ　経営目標数値ＭＳ　ＷＡＶＥⅡ　経営目標数値ＭＳ　ＷＡＶＥⅡ　経営目標数値ＭＳ　ＷＡＶＥⅡ　経営目標数値ＭＳ　ＷＡＶＥⅡ　経営目標数値ＭＳ　ＷＡＶＥⅡ　経営目標数値ＭＳ　ＷＡＶＥⅡ　経営目標数値
別 表別 表

（単体目標）
2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 MS WAVE II
（2社合算） （2社合算） 実  績 実　績 計　画 当初目標

正 味 収 入 保 険 料 11,617億円      11,757億円      11,845億円      12,026億円      12,100億円      12,300億円      

正 味 損 害 率 58.4% 57.8% 57.2% 57.2% 59.1% 59.2% 

正 味 事 業 費 率 37.3% 36.4% 35.3% 34.6% 33.9% 33.8% 

コ ン バ イ ン ド レ シオ 95.7% 94.2% 92.5% 91.8% 93.0% 93.0% 

一般利息配当金収入 543億円           580億円           514億円           545億円           460億円           470億円           

当 期 純 利 益 271億円           236億円           324億円           730億円           630億円           520億円           

Ｒ Ｏ Ｅ 1.7% 1.7% 2.8% 6.0% 4.5% 4.7% 

（連結目標）

連結正味収入保険料 11,857億円      12,233億円      12,532億円      12,921億円      13,030億円      13,170億円      

連 結 当 期 純 利 益 299億円           190億円           328億円           775億円           680億円           570億円           

連 結 Ｒ Ｏ Ｅ 1.9% 1.4% 2.8% 6.3% 4.8% 5.1% 

（国内損保事業以外の利益）
生 命 保 険
（ 標 準 責 準 前 ）

3億円 5億円 11億円 19億円 15億円 20億円

海 外 事 業  △9億円  △48億円  △7億円 86億円 76億円 66億円

金 融サービス 事業 5億円  △9億円  △43億円 9億円 11億円 10億円

リ ス ク 関 連 事 業 1億円 1億円 1億円 0億円                1億円 1億円

合 計  △0億円  △51億円  △39億円 114億円 103億円 97億円

＊「正味収入保険料」には、もどリッチファンド及び自賠責の政府出再廃止の影響は含まれておりません。
＊「国内損保事業以外の利益」の一部は、「単体目標」の当期純利益にも含まれております。
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【予想および見通しに関する注意事項】

本資料に記載の内容のうち、歴史的事実でないものは、三井住友海上（以下、当社）の将来に関する計画や戦略、業績に

関する予想および見通しであり、現時点で把握可能な情報から得られた当社の判断に基づいています。実際の業績は、さ

まざまな不確定要素により、これらの業績見通しと大きく異なる結果になり得ますことをご承知おき下さい。

実際の業績に影響を及ぼし得る要素には、(1)事業領域を取り巻く経済動向、(2)保険業界における競争激化、(3)為替レート

の変動、(4)税制など諸規制の変更、などを含みます。

【予想および見通しに関する注意事項】

本資料に記載の内容のうち、歴史的事実でないものは、三井住友海上（以下、当社）の将来に関する計画や戦略、業績に

関する予想および見通しであり、現時点で把握可能な情報から得られた当社の判断に基づいています。実際の業績は、さ

まざまな不確定要素により、これらの業績見通しと大きく異なる結果になり得ますことをご承知おき下さい。

実際の業績に影響を及ぼし得る要素には、(1)事業領域を取り巻く経済動向、(2)保険業界における競争激化、(3)為替レート

の変動、(4)税制など諸規制の変更、などを含みます。

２００４年５月３１日２００４年５月３１日２００４年５月３１日２００４年５月３１日


