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第１部

平成２０年度決算の概況
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 平成20年度決算の主な項目としては、元受正味保険料は前期比1.8％増収の3,463億円。

正味収入保険料は2.3％減収の3,109億円。正味支払保険金は前期比1.5％減少の1,918億円。

 料率引き下げのあった自賠責保険を除くと、主なポイントは以下のとおり。

・元受正味保険料は3.7％、正味収入保険料も0.3％の増収。

・正味支払保険金は26億円減少、正味損害率は、0.8pt低下の63.8％。

・正味事業費率は、ほぼ前年並みの35.8％。経営品質革新への投資を継続。

・コンバインド･レシオは、0.8pt改善の99.6％。

 金融市場の混乱に伴う運用環境の大幅な悪化の影響により、

一般利配は前期比39億円減少の155億円、資産運用収支は前期比335億円減少の▲34億円。

 上記の結果、経常損失168億円となり、価格変動準備金の取崩等により特別損益61億円を計上し、

当期純損失は67億円となった。
Nissay Dowa General ins All rights reserved.

平成２０年度決算のポイント

主要項目

増減

3,401 3,463 61

増収率 (%、pt) ▲2.0 1.8 3.8

3,182 3,109 ▲73

増収率 (%、pt) ▲2.5 ▲2.3 0.2

1,947 1,918 △28

増減率 (%、pt) 4.2 △1.5 △5.7

66.4 67.4 1.0

正味事業費率(%、pt) 33.5 34.6 1.1

100.0 102.0 2.0

194 155 ▲39

301 ▲34 ▲335

124 ▲168 ▲293

▲17 61 78

64 ▲67 ▲131

経常利益　（億円）

特別損益　（億円）

当期純利益　（億円）

一般利配（ネット利配）　（億円）

資産運用収支　（億円）

正味収入保険料           (億円)

正味支払保険金           (億円)

正味損害率 (%、pt)

コンバインド・レシオ (%、pt)

H１９ H２０

元受正味収入保険料     (億円)

増減

元受正味収入保険料　（億円） 3,053 3,168 114

増収率 (%、pt) ▲1.2 3.7 4.9

正味収入保険料 （億円） 2,796 2,804 7

増収率 (%、pt) ▲2.6 0.3 2.9

正味支払保険金 （億円） 1,666 1,640 △26 

増減率 (%、pt) 5.1 △1.6 △6.7 

64.6 63.8 △0.8 

35.7 35.8 0.1

100.4 99.6 △0.8 

H１９ H２０

正味損害率 (%、pt)

正味事業費率 (%、pt)

コンバインド・レシオ (%、pt)

除
自
賠
責
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 営業保険料のチャネル別状況

・生保『ご契約内容確認活動』への損保活動組み込みが定着した日本生命代理店が+6.8％増収、

日本生命との企業マーケット共同開拓が引き続き好調な企業チャネルは17.9％の大幅増収。

・品質革新の取組が生産性向上につながりプロ代理店チャネルでも増収を確保。

・経済環境や自賠責の料率改定の影響を大きく受けた金融、オートチャネル等は減収。

収入保険料の状況

種目別正味収入保険料 チャネル別営業成績

 種目別正味収入保険料

・火 災：銀行窓販は減収したものの、企業分野が大きく進展した結果、6.5％の増収。

・海 上：年度後半に荷動きが鈍化したことに伴い1.3％の減収。

・傷 害：団体向け商品は好調に推移したが、料率改定（Ｈ19/8）の影響もあり2.7％の減収。

・自動車：マーケットが大きく落ち込む中、契約台数を増加させるも単価低下により0.7％の減収。

・自賠責：4月の料率改定の影響で21.0％減収。

・その他：航空保険や動産総合保険の減収等により

Ｈ１９

（億円） （億円）
増収額

（億円）
増収率(%)

火災 442 470 28 6.5

海上 54 54 ▲0 ▲1.3

傷害 299 291 ▲7 ▲2.7

自動車 1,599 1,588 ▲10 ▲0.7

自賠責 385 305 ▲80 ▲21.0

その他 401 399 ▲1 ▲0.3

合計 3,182 3,109 ▲73 ▲2.3

除く自賠責 2,796 2,804 7 0.3

Ｈ２０

（億円）
増収額

（億円）
増収率(%)

日本生命代理店 624 40 6.8

企業 831 126 17.9

プロ代理店 880 4 0.5

金融 209 ▲8 ▲3.5

ディーラー 182 ▲26 ▲12.4

自動車整備販売 349 ▲44 ▲11.2

その他 378 ▲30 ▲7.2

合計 3,454 63 1.9

Ｈ２０

Ｈ19 Ｈ20

保険料増減率(%) ▲１．１ ＋０．３

台数増減率(%) ＋０．６ ＋２．７

単価増減率(%） ▲１．７ ▲２．４

自動車保険 台数・単価増減率

※ノンフリート（営業ベース）

※営業保険料ベース
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0.3％減収。
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64.0%

65.0%

66.0%

67.0%

68.0%

69.0%

70.0%

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20
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（億円）

保険金・損害率の状況

種目別正味損害率

(%) 増減pt (%) 増減pt

火災
(地震除き)

50.7 △5.3 47.5 △3.2

海上 67.2 11.6 51.6 △15.6

傷害 57.4 0.3 59.6 2.2

自動車 77.1 4.3 73.6 △3.5

その他 57.8 △4.9 60.0 2.2

合計 68.2 1.3 65.8 △2.4

H１９ H２０

全種目Ｅ／Ｉベース損害率

 種目別正味支払保険金・正味損害率（リトンベース）

・自動車保険は、付随的な保険金支払いの影響が無くなったこと、大口支払が減少したことにより、

正味支払保険金は対前年3.9％減少。

・その結果、自動車保険の損害率は1.7ptの低下。

・自賠責保険を除いた種目合計の損害率は0.8ptの低下。

 種目別Ｅ／Ｉベース損害率

・火 災 ：自然災害が減少したことによる発生保険金の減少で3.2pｔの低下。

・自動車 ：統計的手法に基づき算出されるＩＢＮＲ備金の積み増しの影響が落ち着いたこと等により、

3.5ptの低下。

種目別Ｅ／Ｉベース損害率

65.8%

68.2%

66.9%

65.0%

69.4%

種目別正味支払保険金

Ｈ１９

（億円） （億円）
増減額

（億円）

増減率

(%)

火災 171 175 4 2.4

海上 26 29 3 14.1

傷害 165 153 △11 △7.1

自動車 1,089 1,047 △42 △3.9

自賠責 280 277 △2 △0.9

その他 213 233 19 9.1

合計 1,947 1,918 △28 △1.5

除く自賠責 1,666 1,640 △26 △1.6

Ｈ２０ H１９ H２０

(%) 増減pt (%) 増減pt

火災 40.6 △5.3 39.0 △1.6

海上 50.5 △4.8 57.7 7.2

傷害 60.3 15.4 58.2 △2.1

自動車 74.9 5.7 73.2 △1.7

自賠責 79.5 1.1 99.9 20.4

その他 55.5 5.0 60.6 5.1

合計 66.4 4.4 67.4 1.0

除く自賠責 64.6 4.9 63.8 △0.8
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営業収支の状況

事業費の内訳営業収支残／コンバインド・レシオ

（億円） 増減 （億円） 増減

534 33 543 9

人件費 215 △  3 227 11

物件費 295 38 294 △　1

税金・拠出金等 22 △  1 21 △　0

532 △ 21 533 0

　合計 1,066 12 1,077 10

Ｈ２０

保険引受に係る
営業費及び一般管理費

諸手数料及び集金費

H１９

 営業収支

・保険引受に係る営業費及び一般管理費は、効率的な経費支出に努めたものの、

人員増強・システム投資を中心とする経営品質革新のための投資を継続。

前年比9億円の増加。

・この結果、自賠責を除いたベースでは、事業費率は0.1pt上昇、損害率は0.8pt低下し、

営業収支残は0.8ptの改善の0.4％となった。

（％） 増減pt

損害率 66.4 67.4 1.0

除く自賠責 64.6 63.8 △0.8

事業費率 33.5 34.6 1.1

除く自賠責 35.7 35.8 0.1

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ・ﾚｼｵ 100.0 102.0 2.0

除く自賠責 100.4 99.6 △0.8

営業収支残率 0.0 ▲2.0 ▲2.0

除く自賠責 ▲0.4 0.4 0.8

Ｈ２０Ｈ１９

　　　（％）

Nissay Dowa General ins All rights reserved.
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支払備金・準備金関係の状況

 支払備金

・全種目合計の繰入額は、前年度に比べ51億円減少し、18億円。

・火災保険の繰入額は、前年度の突発的な大口事故の影響が無くなったことから、

12億円減少し、6億円。

・自動車保険の繰入額は、統計的ＩＢＮＲの影響が落ち着いたことにより、9億円に留まる。

 異常危険準備金

・全種目合計の積立率は40.8％、残高は前年度末に比べ20億円増加の1,139億円。

・火災保険は、計画どおり、70年再現の推定支払保険金までの積立を平成20年度末で完了。

支払備金の状況

H１９ Ｈ２０

（億円） 増減額

火災 19 6 △12

海上 8 △2 △10

傷害 △5 7 13

自動車 42 9 △33

自賠責 △1 △2 0

その他 6 △0 △7

合計 70 18 △51

異常危険準備金推移（全種目）

900

1000

1100

1200

1300

25%

29%

33%

37%

41%

45%残高 積立率

（億円）

40.2%

1,119
1,101

38.5%
40.8%

1,139

Ｈ21/3Ｈ20/3Ｈ19/3

異常危険準備金推移（火災保険）

300

400

500

600

30%

50%

70%

90%

110%

130%

残高 積立率

（億円）

Ｈ21/3Ｈ20/3Ｈ19/3

435

510
551

92.8%
117.8% 119.4%

（％） H19/3 H20/3 H21/3
火災 92.8 117.8 119.4
海上 152.3 142.9 148.5
傷害 55.6 53.4 54.7
自動車 14.4 10.3 8.1
その他 44.1 51.5 55.2

合計 38.5 40.2 40.8

70

18

126

0

50

100

150

（億円）

支払備金繰入額（全種目）

Ｈ１９ Ｈ２０Ｈ１８

【支払備金繰入額（種目別）】

異常危険準備金 種目別積立率推移
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H19 H20
（億円） 増減額

利息及び配当金収入 285 238 ▲46

積立保険料等運用益振替 ▲90 ▲83 7

一般利配（ネット利配） 194 155 ▲39

有価証券売却損益 181 57 ▲123

うち外債売却損益 53 ▲28 ▲81

有価証券評価損 ▲7 ▲190 ▲183

その他 ▲67 ▲57 10

資産運用収支 301 ▲34 ▲335

資産運用収支の状況

資産運用収支と有価証券含み益の状況

 資産運用収支

・平成20年度の資産運用収支は、運用環境の大幅な悪化の中で、前期に比べ335億円減少の

▲34億円。

利息及び配当金収入の内訳

（億円） 増減

円債 40 44 +3

株式 68 73 +5

外債 122 85 ▲36

その他の有価証券 21 9 ▲11

貸付金 9 8 ▲1

土地建物 8 8 ▲0

その他 15 9 ▲5

利息配当金収入合計 285 238 ▲46

H19 H20

（億円） 増減

公社債 46 16 ▲29

株式 1,650 579 ▲1,070

外国証券 ▲21 ▲168 ▲146

その他 ▲0 9 10

合計 1,675 438 ▲1,236

H19 H20

有価証券含み損益の推移

有価証券評価損の内訳

（億円） 増減

株式 ▲7 ▲104 ▲97

外国証券 ▲0 ▲19 ▲19

その他 - ▲65 ▲65

合計 ▲7 ▲190 ▲183

H19 H20

 有価証券含み益

・平成19年度末比1,236億円減少の438億円。

①利息及び配当金収入は、外債残高の減少、円高による外債利息の減少等により、前期に比べ46億円減少。

②有価証券売却損益は、外債売却益が減少したことなどから、前期に比べ123億円減少。

③有価証券評価損は、前期に比べ183億円増加。
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利益の状況

1

-84

92
107 117

96

124

-168-180

-130

-80

-30

20

70

120

-43

55
50

73
64

-67

41

62

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

当期純利益の推移経常利益の推移

 これらの結果、経常損失は168億円となった。

 有価証券評価損が多額となったため、価格変動準備金を64億円取崩し、特別利益66億円を計上。

 税引後の当期純損失は67億円。

国内株式市場の大幅下落に伴い、多額の有価証券の減損処理を行った平成14年度決算以来の

赤字決算となった。

Ｈ19 Ｈ20Ｈ18Ｈ17Ｈ16Ｈ15H13 Ｈ14

（億円）
（億円）

Ｈ19 Ｈ20Ｈ18Ｈ17Ｈ16Ｈ15H13 Ｈ14
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ソルベンシー・マージン比率の状況

Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度

6,328 5,091 3,861

うち　異常危険準備金 1,295 1,322 1,353
うち　その他有価証券の評価差額 2,896 1,506 393
うち　土地の含み損益 50 130 201

1,097 967 903

うち　資産運用リスク 563 437 325
うち　巨大災害リスク 469 454 480

1,152.8 1,052.1 855.1

(A) ソルベンシー･マージン総額 (億円)

(B) リスクの合計額 (億円)

(C)ソルベンシー・マージン比率(%)
 [(A)/{(B)×1/2}]×100

ソルベンシ－・マージン比率の推移

1,152.8%
1,052.1%1000%

600%

800% 855.1%

1200%

 ソルベンシー・マージン比率は、有価証券含み益の減少などにより、

前年度末に比べ197.0pt低下の855.1％となるも、引き続き業界トップクラスの水準を維持。

Nissay Dowa General ins All rights reserved.
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第２部

経営統合について
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経営統合の目的と目指すべき企業グループ像

３社の経営統合により、グローバルに事業展開する世界トップ水準の保険金融グループの創造を目
指す

当社は、あいおい損保、三井住友海上グループと経営統合および業務提携に関する協議を進めることに合意
（平成21年1月23日発表）

当社は、あいおい損保、三井住友海上グループと経営統合および業務提携に関する協議を進めることに合意
（平成21年1月23日発表）

 三井グループ、住友グループを中心とした強固な営業基盤

 国内損害保険事業を中心とした、国内外における幅広い事業展開（生命保険事業、海外事業、金融サービス
事業、リスク関連事業、等）

 総合的なグループ力を活かした事業基盤

 日本生命グループの
強固な営業基盤

 日本生命営業職員チャネ
ルを通じた個人・中小法人
開拓と、日本生命との協業
による大企業・金融機関・
官公庁等の開拓を通じた
業界トップ水準の成長力

 トヨタグループの強固な営業
基盤

 トヨタマーケットを軸とした自
動車保険での成長力と収益
性の高さ

 地域に密着したリテールマー
ケット開拓力と高品質の損害
サービス

３社の強み

Nissay Dowa General ins All rights reserved.

目指す企業グループ像

戦略的な資源投入戦略的な資源投入

持続的な
成長サイクル

ステークホルダーからの

支持の最大化

ステークホルダーからの

支持の最大化

 お客さま・代理店の
満足度向上

 社員のモチベーション向上

経営統合の実現

スケールメリットの発揮スケールメリットの発揮シナジーの 大化シナジーの 大化

収益力の向上投資余力の拡大

高品質の商品・サービスと
ベストプラクティスの追求

 商品・サービスの品質向上
に向けた資源投入

 販売網拡大・販売力向上
に向けた投資

 成長領域への積極的な
事業投資

 株主還元の拡大

 社会・地球環境
への貢献
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経営統合後の姿

持株会社
（社名は未定）

持株会社
（社名は未定）

三井住友海上三井住友海上
合併会社※

（社名は未定）

合併会社※

（社名は未定）

業務提携の進捗状況

経営統合のイメージ図

Nissay Dowa General ins All rights reserved.

３社は、持株会社方式により平成２２年４月の経営統合を目指す。あわせて、当社とあいおい損害
保険は、経営統合と同日の合併を目指す

グループシナジーの追求 三井住友海上
きらめき生命

三井住友海上
きらめき生命

生命保険会社※
(社名は未定）

生命保険会社※
(社名は未定）

----

※当社とあいおい損保が
合併して誕生

※現社名はあいおい生命

 海外事業・新規事業の共同展開・拡大

－グループの拠点統合や提携等により、海外事業のネットワークを強化・拡充し、３社の顧客にグローバルに

商品・サービスを提供していくことを目指す

 基幹システム・サーバー系システムの共同化

－システムの抜本的改革を実現し、業界をリードする新システムを共同構築する方向で検討を開始

 リスクコンサルティング子会社の共同利用

－リスクコンサルティング子会社におけるセミナーの共催、有償コンサルの共同利用等を、実施する方向で検討中

 損害調査子会社の共同利用

－各社の地域毎の調査態勢を相互に補完するため、損害調査子会社を共同利用する方向で検討中

上記以外についても、統合シナジーを発揮する業務提携を推進、拡大していく

３社は、グループシナジーを追求し、次に掲げる事項について早期の業務提携を推進
していく

----
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当社にとっての意義

日本生命との協業を更に進化させ、当社の高い成長性・健全性をもって、統合後の新グループの発
展に寄与することを目指す

新グループの発展に向けた検討状況これまでの日本生命との取り組み

Nissay Dowa General ins All rights reserved.

日本生命関連の収入保険料 －誕生以来大きな進展－

新グループの
各種ノウハウ

新グループの
各種ノウハウ

規模拡大を通じた
経営資源の重点投下

規模拡大を通じた
経営資源の重点投下X X

H15H14 H16 H17 H18 H19 H20

36

38

1208

（％）

（億円）

34

1400

1300

1200

1100

36.6%

37.6% 37.8%

39.1%

39.9%
40.6%

40.9%日本生命関連業績比率

1414
40

日本生命との総合保険戦略の推進

 平成13年4月の当社発足（同和火災と

ニッセイ損保の合併）以来、日本生命との

協業を通じた成長戦略の実行を積極的に

推進し、業界トップクラスの成長を実現

 リテール・ミドル領域：

日本生命の営業職員（TS）チャネル、全国の

支社・都心企業部との連携を通じた個人・

中小法人開拓

 ホールセール領域：

日本生命総合法人部との連携による共同

開拓

※日本生命関連業績 ： ＴＳ職員チャネル ＋ プロ代理店との協業 ＋ ホールセール部門での協業 の実績

日本生命との総合保険戦略の進化

 ニッセイチャネルを核として、開拓サポー

トを増強することにより、新たな事業機会

の取り込みを目指す

 新グループ／合併会社の商品開発力や

マーケティング力、販売・事務サポート力

を活用することを目指して協議中

 お客様の利便性向上、より質の高いサー

ビスの提供を目指す

ニッセイチャネルの
成長力

ニッセイチャネルの
成長力

－生保顧客数：1,000万顧客

－取引企業数：22.5万企業
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Nissay Dowa General ins All rights reserved.

第３部

平成２１年度経営方針
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3,112

3,454

2,500

3,000

3,500

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

（億円）

新会社
スタート

平成２１年度 経営基本方針

基 本 方 針基 本 方 針
経営統合・合併に向けた体制構築と

ニッセイ同和 終年度を締めくくる成長性・品質革新の実現

経 営 統 合
・

合 併

経 営 統 合
・

合 併

成 長 性

・

品 質 革 新

成 長 性

・

品 質 革 新

 大限のシナジー発揮に向けた体制構築

－ 各領域別の専門部会による集中討議

－ 当社の強み「ニッセイチャネル」の販売力・顧客基盤を活用した

ビジネスモデルの構築

－ お客さまの満足度向上を 優先に商品・事務・システムを再構築

 引き続き業界Ｎｏ.１の成長性を確保

 平成21年度経営基本方針

経営統合・合併を見据えて万全の準備、経営基盤構築を行う年。

加えて、

平成13年のスタート以来大きく成長を遂げた当社に相応しい、業界ＮＯ．１の成長性確保、

高品質な業務運営の定着による収益性の向上、

を達成するため、全社挙げての取り組みを展開中。

 品質革新の完遂

－ （営業）代理店の高品質化運営の定着

－ （損害）業務品質向上取組の完遂と

当社誕生以来の収入保険料(営業ベース）

＋３４２億円

Ｈ１３→Ｈ２０

Nissay Dowa General ins All rights reserved.

保険金支払態勢の更なる向上

（ニッセイマーケット、ホールセールマーケット）
－ 成長分野に向けた経営資源の重点投下

－ 代理店チャネル別販売推進・開発機能の強化
収
益
性
の
向
上

収
益
性
の
向
上
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販売戦略（リテール・ミドル領域）

ニッセイ領域（リテール・ミドル）は引き続きＶ字回復基調

H18

700

H21計画

750

＜ニッセイ領域営業保険料推移＞

650

（億円）

703

735

751

H19 Ｈ20
ロング新規件数 6.2万件 8.1万件(+29.5％)

H21年度の主な取り組み目標

 自動車保険新規契約の拡販

リ
テ
ー
ル
領
域

リ
テ
ー
ル
領
域

－ 育成初期段階の職員の更なる販売力向上

－ ＴＳインストラクター※による提案支援の強化
※全国のＮＬＩ支社に駐在しＴＳ 職員のサポートを行う当社の一般職

－ ＮＬＩライフプラザでの損保販売推進

 長期自動車保険「ロング」の満期更改対応

－ ＴＳ推進室・当社社員による丁寧な個別アドバイス

 重ね売りの推進

－ 特定業種へのリスクコンサルティング提案の展開

－ 日本生命での管財契約評価のウェイトアップ

 都心企業開拓の強化

－ 当社総合職＋子会社代理店社員の戦略的配置

－ 生損総合開拓を担う日本生命拠点長候補の育成

＜リテール領域＞
－ 新たな協業分野の開発推進体制の構築・整備

－ 教育・支援機能の強化・充実

－ 新たな協業分野の開発推進体制の構築・整備

－ 教育・支援機能の強化・充実

（
組
織
面
）

（
組
織
面
）

ミ
ド
ル
領
域

ミ
ド
ル
領
域

 ニッセイ領域を専管するＮＬＩ営業推進部新設
H20年度の開拓状況H20年度の開拓状況

 契約残存率の高いロングの新規が大幅増

＜ミドル領域＞

 契約確認活動が定着し損保協業開拓が活発化

H19 Ｈ20
管財物件(火災) 42.5億円 49.4億円(+16.1％)

753

H19 H20

プロ代理店を中心とする主力チャネルがリテール領域を牽引

Nissay Dowa General ins All rights reserved.

H18

850

H21計画

900

＜プロ代理店 営業保険料推移＞

800

（億円）

876 880

910

885

H19 H20

H19 Ｈ20

プロ代理店 ▲1.6% 0.5%（4億円）

うちNP 14.0% 17.4%（19億円）

 ＮＰ（ﾆｭｰﾊﾟｰﾄﾅｰ代理店） ※を軸に増収を確保

プロ

・ 中核代理店の育成･強化

- 中核代理店開発Ｇ（新設）による営業支援・教育強化

・ 既存ＮＰ（ﾆｭｰﾊﾟｰﾄﾅｰ代理店）の深耕

- 当社メイン化（主要取引損保化）を強力に推進

・ ＴＳ協業等を梃子にした優良代理店の新設

＜ 営業保険料 対前年増減比 （ ）は増減額＞

主力チャネルのＨ21年度の取り組み目標主力チャネルのＨ21年度の取り組み目標

※平成13年度の合併以降に新設・乗合した代理店

プロ代理店 H20年度実績プロ代理店 H20年度実績

ディーラー

・ グループ総合力を活かした
友好メーカーへの対応強化

・ H19・20新規開拓先への集中対応・支援

ハウスメーカー

・ 中堅メーカーを中心に優良チャネルを拡大
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販売戦略（ホールセール領域）

ホールセール部門は日本生命との協業を梃子に平成２１年度１,０００億円の大台達成へ邁進

厳しい環境下、グループ総合力で対応

【マクロ経済環境】

【企業動向】

【マクロ経済環境】

【企業動向】

H21年度環境要因H21年度環境要因

 世界的な金融危機、デフレ懸念
 ＧＤＰマイナス成長、消費低迷
 くすぶる円高・株安の懸念

 企業業績の急激な悪化
 設備投資の減少、減産、物流の減少
 人員削減、減給・賞与カット

 当社の「強み」を活かした営業展開

－ 非財閥系のメリットを活かし、経済環境悪化で高まる
企業のコスト削減ニーズを満たす提案営業を展開

 成長マーケットの開拓推進

－ 上記を支える開拓推進体制の強化
（「広域法人開発部」の新設、当該分野への要員増強）

－ 地方公共団体、社団法人、共済、カード団体等への提案・開拓推進

－ グループとしての総合力を活かした日本生命総合法人部との
共同開拓（ヒト保険分野、リスクコンサルティング提案等）

ホールセール部門 基盤開拓状況

H19実績 Ｈ20実績

(前期比）

新規
企業開拓社数

219社
246社

(+27社)

新規
職域開拓社数

74社
110社

(+36社)

ホールセール部門 ヒト保険分野商品 販売状況

H19実績 Ｈ20実績

（増減額）

24.5億円
29.8億円

(+5.3億円)

ＧＬＴＤ 10.6億円
14.1億円

(+3.5億円)

団体医療 14.0億円
15.7億円

(+1.7億円)

合　計

H13 H15H14 H16 H17 H18 H19 H20 H21
計画

600

800

1000

700

787775 778 785 804
844

971 1005

（億円）
（億円）

0

3.0

4.0

5.0

2.0

1.0

3.01

3.473.31 3.58
3.93

4.21 4.35
4.88 4.95

営業社員１人あたり保険料

新規取引
企業数(累計)

新規取引
企業数(累計) 399社399社 1,868社1,868社

（億円） 増収額 増収率(%)

合計 971 129 15.4

火災 234 26 12.5

新種等 395 102 35.0

傷害 117 7 6.8

海上 80 1 1.5

自動車 128 ▲3 ▲2.0

自賠責 16 ▲5 ▲24.3

Ｈ２０

ホールセール部門 種目別実績

Nissay Dowa General ins All rights reserved.
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経営品質革新取り組み

お客さまの期待に応える高品質のサービスのご提供

過
年
度
の

過
年
度
の
重
点
重
点
取
組
取
組

○ 経営管理態勢の強化

○ 募集品質革新及び管理態勢の強化

○ 保険金等支払品質革新及び管理態勢の強化

○ 商品・サービス体系の見直し

○ 法令等遵守態勢の強化、お客さま・社外の目の反映

○ 経営管理態勢の強化

○ 募集品質革新及び管理態勢の強化

○ 保険金等支払品質革新及び管理態勢の強化

○ 商品・サービス体系の見直し

○ 法令等遵守態勢の強化、お客さま・社外の目の反映

保険法の改正保険法の改正

環境・背景環境・背景

継続する
信頼回復取組

継続する
信頼回復取組

お客さまの期待する
サービスレベルがより高度化

お客さまの期待する
サービスレベルがより高度化

お客さまとの接点となる

代理店の業務品質向上を完遂する

 「業務品質基準※」運営の完全定着
※保険募集の各ステップで代理店が着実に実践すべき行動を

４０項目の品質基準として整理したもの

 募集人資格更新試験、商品専門試験の受験推進、
合格を通じた更なる知識向上

 業務効率化の達成
（早期更改率、キャッシュレス率等の向上）

－ 説明責任の強化
－ 契約者保護の推進

－ 契約内容確認活動
－ ＡＤＲの普及

募集、引受、支払の一貫工程で見直し募集、引受、支払の募集、引受、支払の一貫工程で見直し一貫工程で見直し

ＰＤＣＡサイクルによるＰＤＣＡサイクルによる

フォロー・推進フォロー・推進

Nissay Dowa General ins All rights reserved.

事務効率化、契約計上業務平準化による

社員・代理店の時間創出

着実な成果

Ｈ20.3月末Ｈ20.3月末

早期更改率※１早期更改率※１
４５．９％４５．９％ ５４．５％５４．５％

Ｈ21.3月末Ｈ21.3月末

キャッシュレス
契約比率※２

キャッシュレス
契約比率※２

代理店オンライン
計上率※３

代理店オンライン
計上率※３

６６．８％６６．８％ ７３．０％７３．０％

９３．７％９３．７％ ９４．７％９４．７％ お客さまへの高品質サービスのご提供お客さまへの高品質サービスのご提供

※１：契約始期日の１４日以上前に計上が完了した契約の割合。営業推進本部の数値。

※２：口座振替、給与引去り等、ご契約の保険料を現金で領収する必要のない契約の割合。

※３：代理店がオンラインシステムを使って契約を計上した割合。企業営業推進本部の数値。

代理店の生産性の向上代理店の生産性の向上



2121

自動車保険の収益性向上取り組み

69.9

66.4

69.2

74.9

73.2

64.0%

66.0%

68.0%

70.0%

72.0%

74.0%

76.0%

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

損害率推移（自動車保険）

67.3

73.9

72.8

77.1

73.6

62.0%

66.0%

70.0%

74.0%

78.0%

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

平成20年度 改善要因・構造要因

 収支改善に向けた料率改定（平均2.6％アップ）

 優良顧客対応の拡充

－ゴールド免許割引の拡充
－長期優良契約割引改定
－レッカー距離 大100㎞（ぴたっとくん）

 商品のわかりやすさの向上

－安全装置割引の廃止

－弁護士特約の改定

 収支改善に向けた料率改定（平均2.6％アップ）

 優良顧客対応の拡充

－ゴールド免許割引の拡充
－長期優良契約割引改定
－レッカー距離 大100㎞（ぴたっとくん）

 商品のわかりやすさの向上

－安全装置割引の廃止

－弁護士特約の改定

主 な 改 善 取 り 組 み

平成21年6月商品改定の概要 自動車保険Ｅ／Ｉベース損害率

単価要因
募集チャネルの特性（ディーラーのウェイトが低い等）によ

り、比較的単価の低い軽自動車のウェイトが高い。

地域要因
比較的損害率の高い近畿地区のウェイトが高く、損害率

の低い東北地区のウェイトが低い。

単価要因
募集チャネルの特性（ディーラーのウェイトが低い等）によ

り、比較的単価の低い軽自動車のウェイトが高い。

地域要因
比較的損害率の高い近畿地区のウェイトが高く、損害率

の低い東北地区のウェイトが低い。

 付随的保険金の追加支払・

長期事案支払促進の減少

 支払単価適正化 △１．２pt

 契約単価減による影響 等 ＋１．９pt

 付随的保険金の追加支払・

長期事案支払促進の減少

 支払単価適正化 △１．２pt

 契約単価減による影響 等 ＋１．９pt

△２．４pt
対前期

1.7pt改善

構
造
的
な
要
因

構
造
的
な
要
因

Nissay Dowa General ins All rights reserved.

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21計画

料率改定 ---- ----

ぴたっとくん占率

搭傷ワイド占率

組織・陣容

ふれ愛工場入庫誘導

付随的保険金の追加支払 ----

長期事案支払促進
(対前年増減額) ----

※H21計画のぴたっとくん占率は、新規契約で占率50％目標。

支払管理面

特殊要因による
影響

商品
・

アンダー
ライティング

＋67億円

平均２．６％UP

 11億円   0.2億円

22.0％ 30.8％ 40％ ※

70.5％ 76.0％ 80％

38,027台 43,255台 44,500台

○要員増強(H19年度から約300名）　○サービスセンターの増設
○教育体系の整備充実

　　　○各種事故防止サービスの活用　　　○高損害率代理店対策
　　　○リサイクル部品積極活用によるエコ取組強化　　○安心コール活動

△27億円 △11億円
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H21.3末

政策株

積立勘定

（円債中心）

外　債

円債等

不動産

内外株式

短資等

貸　付

代替投資
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資産運用の基本方針
（億円）

 収益の安定性

 大 規 模 災 害 に 備 え た
流動性（換金性）の確保

 運用の透明性向上

 収益の安定性

 大 規 模 災 害 に 備 え た
流動性（換金性）の確保

 運用の透明性向上

一
般
勘
定
純
投
資

一
般
勘
定
純
投
資 運 用 収 益 の 更 な る 向 上

（純資産価値の増大）

 運 用 収 益 の 更 な る 向 上
（純資産価値の増大）

積
立
勘
定

積
立
勘
定

 金利変動リスクの抑制

 安定した利鞘の確保

 金利変動リスクの抑制

 安定した利鞘の確保

 内外債券を中心とした運用
（内外株式、代替投資は限定的）

 流動性・透明性の観点から、証券化
商品、仕組債への投資見送り(H16～)

 内外債券を中心とした運用
（内外株式、代替投資は限定的）

 流動性・透明性の観点から、証券化
商品、仕組債への投資見送り(H16～)

各資産の収益向上取り組み

機動的な通貨配分

資源国通貨を含めた通貨分散

為替ヘッジ比率の調整（20～70％程度）

機動的な通貨配分

資源国通貨を含めた通貨分散

為替ヘッジ比率の調整（20～70％程度）

割安時に、高格付
社債に積極投資

割安時に、高格付
社債に積極投資

外 債外 債 円 債円 債

基本は内外株式へのｲﾝﾃﾞｯｸｽ投資

収益機会があれば個別株投資等を実施

基本は内外株式へのｲﾝﾃﾞｯｸｽ投資

収益機会があれば個別株投資等を実施

内外株式、代替投資内外株式、代替投資

政策

株式

政策

株式

 積立勘定は、金利変動リスクの抑制、長期的に安定した利鞘の確保の観点から、
円金利資産を中心とするＡＬＭ運用を実施。

 一般勘定純投資は、運用収益の安定性、運用資産の流動性確保の観点等から、
内外債券を中心に運用。

 この中で、リスクに留意しながら、各資産の収益向上取り組みを強化。

 各資産の収益向上取り組み（下記） 各資産の収益向上取り組み（下記）

 保険収益を含めた総合的な収益の観点からの投資

 引続き銘柄入替えを実施

 保険収益を含めた総合的な収益の観点からの投資

 引続き銘柄入替えを実施

（時価ﾍﾞｰｽ）

ALM運用
・円金利資産中心の運用
・ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ・ﾏｯﾁﾝｸﾞ

ALM運用
・円金利資産中心の運用
・ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ・ﾏｯﾁﾝｸﾞ

運用の視点運用の視点 運用の基本方針運用の基本方針 資産配分状況資産配分状況
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資産運用戦略

平成20年度の取り組み（純投資）

 内外債券を中心とした運用を継続

（内外株式、代替投資は限定的）

 為替リスク軽減のため、年度初めより資産配分

の変更、為替ヘッジ比率の引上げを実施

・外債 ：約970億円減少

・円債等：約800億円増加

・為替ﾍｯｼﾞ比率

H20.3末：47％→H21.3末：68％

 内外債券を中心とした運用を継続

（内外株式、代替投資は限定的）

 為替リスク軽減のため、年度初めより資産配分

の変更、為替ヘッジ比率の引上げを実施

・外債 ：約970億円減少

・円債等：約800億円増加

・為替ﾍｯｼﾞ比率

H20.3末：47％→H21.3末：68％

平成21年度の戦略（純投資）

 市場環境

・年度後半以降、米国をはじめ各国の金融安定

化策や大型景気対策の効果が徐々に顕在化

し、内外株式相場は底入れ（やや上昇）、為替

は横這いを予想。

・但し、リスク・シナリオとして、金融安定化策や

景気対策が功を奏さず、金融市場が一段と

下落する可能性にも十分留意が必要。

 市場環境

・年度後半以降、米国をはじめ各国の金融安定

化策や大型景気対策の効果が徐々に顕在化

し、内外株式相場は底入れ（やや上昇）、為替

は横這いを予想。

・但し、リスク・シナリオとして、金融安定化策や

景気対策が功を奏さず、金融市場が一段と

下落する可能性にも十分留意が必要。

参考情報

 サブプライム関連・モノライン関連及びクレジットデリバティブによる投融資はない。
 証券化商品の保有残高は34億円。内容的にもリスクは極めて限定的。

裏付け資産は全て国内資産。大半は、実質的に本邦大手優良企業への与信（社債をリパッケージﾞし
たもの）。

 サブプライム関連・モノライン関連及びクレジットデリバティブによる投融資はない。
 証券化商品の保有残高は34億円。内容的にもリスクは極めて限定的。

裏付け資産は全て国内資産。大半は、実質的に本邦大手優良企業への与信（社債をリパッケージﾞし
たもの）。

 平成20年度は、内外債券中心の運用（純投資）を維持しながら、
外債から円債等へのシフト、為替ヘッジ比率の引上げを行うなど、従来以上に慎重な姿勢で対応。

 平成21年度は、年度後半以降、株式相場は底入れ（やや上昇）、為替は横這いを見込むが、
リスク・シナリオとして、金融市場が一段と下落する可能性にも十分留意が必要。
従って、現在の慎重なポートフォリオを維持する方針。

【資産配分の推移】 （会社勘定、億円）

23

 運用戦略

・現在の慎重なポートフォリオを維持する方向。

・具体的には、内外債券中心の運用（純投資）

を維持しながら、増加資金、外債の償還資金

で円債を積み増し。内外株式・代替投資は

引続き限定的に行う方向。
0

2,000

H20.3末 H21.3末

＋795億円

外債

内外株式

代替投資

短資

外債

貸付

円債等

△971億円

0

2,000

4,000

6,000

H20.3末 H21.3末

＋795億円

外債

円債等

内外株式
代替投資

短資

外債

貸付

円債等

△969億円
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健全性の確保と株主還元

資本配賦の基本方針

異常危険準備金の積立実績

安定的な配当の堅持

 いかなる環境下でも保険事業を継続するための準備金の積立

 クオリティ・成長性の向上に資する投資の実施

 安定的な配当の堅持

 いかなる環境下でも保険事業を継続するための準備金の積立

 クオリティ・成長性の向上に資する投資の実施

 安定的な配当の堅持

ソルベンシー・マージン比率の推移

火災保険はＨ20で

積立計画達成

種目合計でも
引き続き安定した
積立率の確保を

目指す

火災保険はＨ20で

積立計画達成

種目合計でも
引き続き安定した
積立率の確保を

目指す

H18 Ｈ19 Ｈ20

193 268 198

繰入率 6.8% 9.6% 7.1%

14 17 20

繰入率 0.5% 0.6% 0.7%

50 75 41

繰入率 10.7% 17.3% 9.0%

38.5% 40.2% 40.8%

92.8% 117.8% 119.4%うち火災

積立率

うち火災  　　 　（億円）

積立額（グロス）  (億円)

積立額（ネット）    (億円)

引き続き
業界トップ水準の

維持を目指す

引き続き
業界トップ水準の

維持を目指す

H18 Ｈ19 Ｈ20

1152.8% 1052.1% 855.1%
ソルベンシー・

マージン比率

Ｈ21年度も
8円配当予定

配当性向は
40％以上の

維持が目標

Ｈ21年度も
8円配当予定

配当性向は
40％以上の

維持が目標

H18 H19 H20

配当単価  (円) 8 8 8

配当性向  (％) 48.6 47.1 ―

Nissay Dowa General ins All rights reserved.

H21年度方針H21年度方針

H21年度方針H21年度方針

H21年度方針H21年度方針
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H２１年度見込み （種目別保険料）

正味収入保険料 見込み

増減率 増減率

火災 470 6.5 482 2.4

海上 54 ▲1.3 46 ▲14.9

傷害 291 ▲2.7 301 3.4

自動車 1,588 ▲0.7 1,601 0.8

自賠責 305 ▲21.0 281 ▲7.9

その他 399 ▲0.3 414 3.6

合計 3,109 ▲2.3 3,125 0.5

除く自賠責 2,804 0.3 2,844 1.4

（億円、％）

H２１見込みH２０

 正味収入保険料は、自賠責保険除きで対前期1.4 ％増収の見通し。

種目別の主な取り組みは以下のとおり。

・火災保険 ： 企業のコスト削減意識が高まるなか、リスクコンサルティング提案を活用した

ニッセイマーケットの深耕開拓。

・海上保険 ： 物流減の景気動向を踏まえ減収を見込む。

・自動車保険 ： 平成21年6月実施の料率改定による単価の下げ止まり効果とあわせ、

日本生命ＴＳ職員チャネル、プロ代理店による新規販売の拡大。

25
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H２１年度見込み （種目別保険金・損害率）

増減率 増減率

火災 175 2.4 186 5.7

海上 29 14.1 26 △13.0

傷害 153 △7.1 156 1.5

自動車 1,047 △3.9 1,010 △3.6

自賠責 277 △0.9 278 0.1

その他 233 9.1 227 △2.7

合計 1,918 △1.5 1,883 △1.8

除く自賠責 1,640 △1.6 1,605 △2.2

（億円、％）

H２１見込みH２０

正味支払保険金 見込み 正味損害率 見込み

増減pt 増減pt

火災 39.0 △1.6 40.2 1.2

海上 57.7 7.2 59.4 1.7

傷害 58.2 △2.1 56.9 △1.3

自動車 73.2 △1.7 70.1 △3.1

自賠責 99.9 20.4 108.4 8.5

その他 60.6 5.1 57.0 △3.6

合計 67.4 1.0 65.8 △1.6

除く自賠責 63.8 △0.8 61.6 △2.2

（％、pt）

H２１見込みH２０

※損害調査費を含む。

 自賠責保険除きの支払保険金は、自動車保険の引受対策等による事故発生率の低下を見込み、

対前期2.2％減少の1,605億円となる見通し。

自賠責保険除きの正味損害率も2.2p低下する見込み。

26
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Ｈ２１年度見込み （事業費・事業費率）

増減率
対

正味収保
増減率

対
正味収保

543 1.8 17.5 532 △ 2.1 17.0

533 0.1 17.1 536 0.7 17.2

正味事業費・事業費率 1,077 1.0 34.6 1,069 △ 0.7 34.2

除く自賠責 1,003 0.4 35.8 999 △ 0.4 35.1

H２１見込み

（億円、％）
保険引受に係る
営業費及び一般管理費

諸手数料及び集金費

H２０

正味事業費・事業費率 見込み

人件費・物件費 見込み

増減率 増減率

360 6.8 365 1.5

364 △ 1.2 342 △ 5.9

（億円、％）

物件費

人件費

H２０ H２１見込み

 経営品質革新に向けた戦略的投資や要員の増強を継続する一方、

各分野での抜本的な事業費削減への取り組みを強化。

自賠責保険除きの正味事業費率の見通しは、対前期0.7pt改善の35.1％。

27
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数値計画 主要経営指標

利益・資本
計 画

増減 増減 増減

（億円、％） 3,401 ▲2.0 3,463 1.8 3,525 1.8

（億円、％） 3,182 ▲2.5 3,109 ▲2.3 3,125 0.5

（％、Ｐ） 66.4  4.4 67.4 1.0 65.8 △1.6

 自動車損害率 （％、Ｐ） 74.9  5.7 73.2 △1.7 70.1 △3.1

（％、Ｐ） 33.5  1.2 34.6 1.1 34.2 △0.4

（％、Ｐ） 100.0  5.7 102.0 2.0 100.0 △2.0

保険引受利益 （億円） ▲131 ▲37 ▲87 44 0 87

（億円） 301 73 ▲34 ▲335 152 186

（億円） 124 28 ▲168 ▲293 110 278

（億円） 64 1 ▲67 ▲131 45 112

（％,Ｐ） 3.9 0.0 ▲4.2 ▲8.1 2.9 7.1

（％） 47.1 --- --- --- 67.5 ---配当性向

Ｈ１９
（実績）

ＲＯＥ（修正）

事業費率

正味収入保険料　

損害率

当期純利益

コンバインド・レシオ

元受正味保険料

Ｈ２１
（計画）

Ｈ２０
（実績）

資産運用収支

経常利益

経営効率
強化計画

営業計画

平成２１年度計画のポイント（主要項目）

 損害率・事業費率の改善により、コンバインド・レシオは2.0pt改善の100.0％となる見込み。

 保険引受利益については、トップラインの増収、事業費の効率化、引受・支払管理適正化、

準備金等の繰入負担の軽減効果等により、プラスへの転化を図る。

 資産運用収支については、有価証券評価損が大幅に減少する一方で、
利息及び配当金収入の減少もあり152億円を見込む。

なお、平成21年度末の日経平均は8,500円、米ドルは95円と想定している。

 これらの結果、経常利益は対前期278億円増加の110億円、

当期純利益は112億円改善の45億円を見込む。

Nissay Dowa General ins All rights reserved.
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三井住友海上グループホールディングス株式会社（「三井住友海上ＨＤ」）は、あいおい損害保険株式会社（「あいおい損

保」）、ニッセイ同和損害保険株式会社（「ニッセイ同和損保」）および三井住友海上ＨＤの経営統合（「本経営統合」）に伴

い、Form F-4による登録届出書を米国証券取引委員会（「SEC」： U.S. Securities and Exchange Commission）に提出する

可能性があります。Form F-4を提出することになった場合、Form F-4には、目論見書（prospectus）およびその他の文書が

含まれることになります。Form F-4が提出され、その効力が発生した場合、本経営統合を承認するための議決権行使が行

われる予定である株主総会の開催日前に、Form F-4の一部として提出された目論見書が、あいおい損保の米国株主に

対し発送される予定です。Form F-4を提出することになった場合、提出されるForm F-4および目論見書には、あいおい損

保、ニッセイ同和損保および三井住友海上ＨＤに関する情報、本経営統合およびその他の関連情報などの重要な情報が

含まれることになります。あいおい損保の米国株主におかれましては、株主総会において本経営統合について議決権を

行使される前に、本経営統合に関連してSECに提出される可能性のあるForm F-4、目論見書およびその他の文書を注意

してお読みになるようお願いいたします。本経営統合に関連してSECに提出される全ての書類は、提出後にSECのイン

ターネットウェブサイト（www.sec.gov）にて無料で公開されます。

将来予想に関する記述について

本書類には、上記のあいおい損保、ニッセイ同和損保および三井住友海上ＨＤの間の経営統合および業務提携ならびに

その結果にかかる「将来予想に関する記述」に該当する情報が記載されています。本書類における記述のうち、過去また

は現在の事実に関するもの以外は、かかる将来予想に関する記述に該当いたします。これら将来予想に関する記述は、

現在入手可能な情報に鑑みてなされたあいおい損保、ニッセイ同和損保および三井住友海上ＨＤの仮定および判断に

基づくものであり、これには既知または未知のリスクおよび不確実性ならびにその他の要因が内在しています。かかるリスク、

不確実性およびその他の要因は、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示されるあいおい損保、ニッセ

イ同和損保および三井住友海上ＨＤ（または統合後のグループ）の将来における業績、経営結果、財務内容に関してこれ

らと大幅に異なる結果をもたらすおそれがあります。あいおい損保、ニッセイ同和損保および三井住友海上ＨＤは、本書類

の日付後において、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。投資家の皆様におかれま

しては、今後の日本国内における公表および米国証券取引委員会への届出においてあいおい損保、ニッセイ同和損保

および三井住友海上ＨＤ（または統合後のグループ）の行う開示をご参照ください。

なお、上記のリスク、不確実性およびその他の要因の例としては、次のものが挙げられますが、これらに限られるものでは

ありません。

（１）日本、米国、欧州および中国の経済情勢

（２）あいおい損保、ニッセイ同和損保および三井住友海上ＨＤ（または統合後のグループ）と日本の

損害保険市場における競合他社および新規参入者の間の競合状況

（３）日本の保険業界の今後の規制緩和

（４）日本国内外における自然災害の発生

（５）保険引受の時点でその種類または規模を予測することができない損害の発生

（６）再保険の保険料および付保の可能性

（７）あいおい損保、ニッセイ同和損保および三井住友海上ＨＤ（または統合後のグループ）の

資産運用の成果

（８）経営統合の詳細について当事者すべてが満足する合意に至ることができないこと

その他本件取引が実施できないこと

（９）統合後のグループにおいてシナジーや統合効果の実現に困難が伴うこと
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本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。

こうした記述は、 将来の業績を保証するものではなく、経営を取り巻く環境の変化などによる

一定のリスクや不確実性を内包しております。

【お問い合わせ先】

ニッセイ同和損害保険株式会社

企画部 広報ＩＲ室 本多・谷内

電話 ０３－５５５０－０２２７

ＦＡＸ ０３－５５５０－６２７３
E - mail: koho-ir@nissaydowa.co.jp

【お問い合わせ先】

ニッセイ同和損害保険株式会社

企画部 広報ＩＲ室 本多・谷内

電話 ０３－５５５０－０２２７

ＦＡＸ ０３－５５５０－６２７３
E - mail: koho-ir@nissaydowa.co.jp


