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Ⅰ.平成２０年度中間決算の概況と通期予想
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第１部

平成２０年度中間決算の概況と通期予想
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元受正味保険料は前期比1.1％減収の1,730億円。正味収入保険料は2.5％減収の1,557億円。
料率引き下げのあった自賠責保険を除くと、元受正味保険料は0.9％の増収。

正味支払保険金は21億円減少。ただし、自賠責保険料引き下げ等による正味収入保険料減収の
影響で、正味損害率は0.7ｐｔ上昇の64.8％。自賠責保険を除いたベースでは、61.9％と0.6ｐｔの改善。

正味事業費率は、品質革新への投資継続等により前期比1.4ｐｔ上昇の33.4％。

自賠責保険を除いたベースでは、0.7ｐｔ上昇の34.6％。

コンバインド･レシオは、前期比2.1ｐｔ上昇の98.2％。

自賠責保険を除いたベースでは、0.1ｐｔ上昇の96.5％。

運用収益については、金融市場の混乱に伴う運用環境の大幅な悪化の影響で、
一般利配は前期比11億円減少の93億円、資産運用収支は前期比63億円減少の100億円。

上記の結果、経常利益は前期比21億円減少の47億円、中間純利益は21億円減少の25億円。

Nissay Dowa General ins All rights reserved.

平成２０年度中間決算のポイント

増減

1,749 1,730 ▲18

増収率 (%、pt) 0.3 ▲1.1 ▲1.4

1,597 1,557 ▲40

増収率 (%、pt) ▲0.9 ▲2.5 ▲1.6

944 922 △21

増減率 (%、pt) 8.3 △2.3 △10.6

64.1 64.8 ＋0.7

正味事業費率(%、pt) 32.0 33.4 ＋1.4

96.1 98.2 ＋2.1

104 93 ▲11

164 100 ▲63

69 47 ▲21

▲4 ▲4 0

46 25 ▲21中間純利益　（億円）

特別損益　（億円）

H２０中間H１９中間

元受正味収入保険料     (億円)

正味収入保険料           (億円)

経常利益　（億円）

正味損害率 (%、pt)

コンバインド・レシオ (%、pt)

正味支払保険金           (億円)

一般利配　（億円）

資産運用収支　（億円）

主要項目

増減

元受正味収入保険料　（億円） 1,540 1,554 14

増収率 (%、pt) 0.5 0.9 0.4

正味収入保険料 （億円） 1,396 1,381 ▲14 

増収率 (%、pt) ▲0.7 ▲1.1 ▲0.4 

62.5 61.9 △0.6 

33.9 34.6 ＋0.7 

96.4 96.5 ＋0.1 

H２０中間H１９中間

コンバインド・レシオ (%、pt)

除

自

賠

責 正味損害率 (%、pt)

正味事業費率 (%、pt)
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種目別正味保険料

・火 災：当社主力商品「ホームぴたっと」や企業分野が好調に推移したものの、

住宅分野で減収となり、0.6％の減収。

・海 上：外航貨物が堅調に推移したことにより引き続き増収を確保。

・傷 害：団体向け商品は好調に推移するも、昨年8月の料率引き下げの影響から2.0％の減収。

・自動車：販売台数減等マーケット低迷の中、契約件数を増加させるも単価低下により1.0％の減収。

・自賠責：4月の料率改定の影響で12.8％減収。

・その他：大口契約の減収等により2.1％減収。

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、

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が、

いずれも10％台の大幅増収で業績を牽引。

・プロ代理店チャネルでも増収を確保。品質革新を生産性へとつなげる活動が徐々に成果。

・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

Ｈ１９中間

（億円） （億円）
増収額

（億円）
増収率(%)

火災 209 208 ▲1 ▲0.6

海上 24 26 1 5.4

傷害 154 151 ▲3 ▲2.0

自動車 807 799 ▲7 ▲1.0

自賠責 201 175 ▲25 ▲12.8

その他 200 196 ▲4 ▲2.1

合計 1,597 1,557 ▲40 ▲2.5

Ｈ２０中間

種目別正味収入保険料

（億円）
増収額

（億円）
増収率(%)

日本生命代理店 301 27 10.0

企業 396 41 11.6

プロ代理店 435 1 0.2

金融 102 ▲7 ▲6.6

ディーラー 89 ▲13 ▲12.7

自動車整備販売 174 ▲21 ▲11.0

その他 196 ▲25 ▲11.2

合計 1,692 3 0.2

Ｈ２０中間

チャネル別営業成績
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57.0%

59.0%

61.0%

63.0%

65.0%

67.0%

69.0%

H16中間 H17中間 H18中間 H19中間 H20中間

（億円）

損害率の状況

(%) 増減pt (%) 増減pt

火災 39.8 △1.9 39.2 △0.6

海上 57.6 △6.2 65.5 ＋7.9

傷害 60.9 ＋18.7 55.6 △5.3

自動車 72.1 ＋7.2 70.6 △1.5

自賠責 75.1 △0.1 87.2 ＋12.1

その他 49.6 ＋2.1 55.4 ＋5.8

合計 64.1 ＋5.4 64.8 ＋0.7

除く自賠責 62.5 +6.2 61.9 △0.6

H１９中間 H２０中間

種目別損害率

(%) 増減pt (%) 増減pt

火災
(地震除き)

47.1 △16.4 57.9 +10.8

海上 67.2 +3.7 41.9 △25.3

傷害 51.3 +8.2 53.5 +2.2

自動車 78.0 +11.1 71.9 △6.1

その他 55.5 △9.0 65.3 ＋9.8

合計 67.4 ＋4.0 66.4 △1.0

H１９中間 H２０中間

全種目Ｅ／Ｉベース損害率

種目別正味損害率（リトンベース）

・主力3種目（火災、傷害、自動車）の損害率は対前期でそれぞれ改善。

・火 災 ：昨年に引き続き自然災害が少なく、0.6ｐｔの改善。

・傷 害 ：前期にあった付随的な保険金支払いの影響がほぼなくなり、5.3ｐｔの改善。

・自動車 ：傷害と同様、付随的な保険金支払いの影響がほぼなくなったことや

事故発生件数が減少傾向にあることから1.5ｐｔの改善。

・その他 ：航空保険の海外受再保険金の増加等により5.8ｐｔの上昇。

種目別Ｅ／Ｉベース損害率

・火 災 ：大口事故による支払備金積み増しで10.8ｐｔの上昇。

・自動車 ：発生保険金の減少を反映し、6.1ｐｔの改善。

種目別Ｅ／Ｉベース損害率

66.4%
67.4%

63.4%

58.8%

65.5%
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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

245 + 5 257 +12

人件費 100 △ 3 105 + 5

物件費 134 + 9 141 + 7

税金・拠出金等 10 △0 10 △0

266 △ 9 262 △ 4

　合計 511 △ 4 519 + 8

Ｈ２０中間

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中間

営業収支（自賠責保険を除いたベース）

・損害率は0.6ｐｔの低下。

・事業費率は0.7ｐｔの上昇。

これは、諸手数料及び集金費が減少する一方、

経営品質革新のため要員増強やシステム開発を進めていることによる。

・この結果、コンバインド・レシオ、営業収支残は前期並の水準を維持。

（％） 増減pt

損害率 64.1 64.8 +0.7

除く自賠責 62.5 61.9 △0.6

事業費率 32.0 33.4 +1.4

除く自賠責 33.9 34.6 +0.7

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ・ﾚｼｵ 96.1 98.2 +2.1

除く自賠責 96.4 96.5 +0.1

営業収支残率 3.9 1.8 ▲2.1

除く自賠責 3.6 3.5 ▲0.1

Ｈ２０中間Ｈ１９中間

　　　（％）
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支払備金・準備金関係の状況

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

25%

29%

33%

37%

41%

45%

残高 積立率

41.5%

（億円）

41.0%

1,153 1,129

Ｈ20/3Ｈ19/9 Ｈ20/9 Ｈ21/3
(計画)

300

400

500

600

30%

50%

70%

90%

110%

130%

残高 積立率

（億円）
117.8%

128.2%

472

522 535

異常危険準備金推移（全種目）

1,119

40.2%

510

115.3%

H１９中間 Ｈ２０中間

支払備金繰入額

（億円）

うち統計的

ＩＢＮＲ種目

への繰入 (億円)

うち統計的

ＩＢＮＲ種目

への繰入

火災 1 1 24 1

海上 2 - △6 - 

傷害 △15 - △3 - 

自動車 46 46 9 9

自賠責 △4 - △3 - 

その他 13 11 26 26

合計 44 59 47 37

支払備金繰入額

Ｈ20/3Ｈ19/9 Ｈ20/9 Ｈ21/3
(計画)

異常危険準備金推移（火災保険）

支払備金

・全種目合計では、前期並の47億円の繰り入れ。

・突発的な大口事故が発生した火災保険やその他新種保険で繰入額が増加。

・その他新種保険の26億円の繰入は、主に賠償責任・労災総合などの事故増加、

航空保険の海外市場における事故増加などを反映したもの。

・一方、自動車保険は発生保険金の減少により、9億円の繰り入れに留まる。

異常危険準備金

・全種目合計の積立率は41.0％、残高は前年度末に比べ10億円増加の1,129億円。

・火災保険は、法令に基づく積立計画について、直近の実績に基づき再計算の結果、

年間計画値が25億円に変更。

・今中間期は25億円の半分の12.5億円を積み立て。積立計画は、今年度末で完了予定。

支払備金の状況・統計的IBNRの影響

（％） H19/9 H20/3 H20/9
火災 115.3 117.8 128.2
海上 155.8 142.9 151.1
傷害 56.4 53.4 54.1
自動車 14.4 10.3 9.5
その他 49.3 51.5 54.3

合計 41.5 40.2 41.0

異常危険準備金 種目別積立率推移

40.3%

1,124

120.8%
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H19 H20

（億円） 中間 中間 増減額

利息及び配当金収入 149 138 ▲10

積立保険料等運用益振替 ▲44 ▲45 ▲0

一般利配（ネット利配） 104 93 ▲11

有価証券売却損益 75 58 ▲17

うち外債売却損益 49 5 ▲43

有価証券評価損 ▲4 ▲33 ▲29

その他 ▲11 ▲17 ▲6

資産運用収支 164 100 ▲63

資産運用収支の状況

（億円） 増減

円債 21 22 0

株式 38 41 3

外債 61 51 ▲10

その他の有価証券 10 7 ▲2

貸付金 4 4 ▲0

土地建物 4 4 ▲0

その他 7 6 ▲1

利息配当金収入合計 149 138 ▲10

H19
中間

H20
中間

Nissay Dowa General ins All rights reserved.

資産運用収支と有価証券含み益の状況

資産運用収支

・Ｈ20年度上半期の資産運用収支は、前中間期に比べ63億円減少の100億円。

・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、
前中間期に比べ10億円減少。

・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、
前中間期に比べ17億円減少。

・有価証券評価損は、前中間期に比べ29億円増加。

有価証券含み益

・運用環境の大幅な悪化により、平成19年度末比592億円減少の1,082億円。

利息及び配当金収入の内訳

（億円） 増減※

公社債 ▲7 46 3 ▲42

株式 2,897 1,650 1,213 ▲437

外国証券 96 ▲21 ▲104 ▲83

その他 25 ▲0 ▲29 ▲29

合計 3,011 1,675 1,082 ▲592

H19

中間

H19

年度末

H20

中間

有価証券含み損益の推移

※増減はH19年度末対比
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利益の状況

47

6967

107

42

96

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

中間純利益の推移経常利益の推移

Ｈ19

中間

Ｈ20

中間

Ｈ18

中間

Ｈ17

中間

Ｈ16

中間

Ｈ15

中間

Ｈ19

中間

Ｈ20

中間

Ｈ18

中間

Ｈ17

中間

Ｈ16

中間

Ｈ15

中間

46

25

4546

7

41

経常利益は前期比21億円減少の47億円。

税引後の中間純利益は前期比21億円減少の25億円。

台風損害により大きな打撃を受けた平成16年度中間期に次ぐ厳しい結果。
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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中間期

6,328 5,091 4,688

うち　異常危険準備金 1,295 1,322 1,338
うち　その他有価証券の評価差額 2,896 1,506 973
うち　土地の含み損益 50 130 203

1,097 967 968

うち　資産運用リスク 563 437 411
うち　巨大災害リスク 469 454 479

1,152.8 1,052.1 968.5

(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%
968.5%

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83.6pt低下の968.5％となるも、

引き続き業界トップクラスの水準を維持。
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通期予想

利益・資本
計 画

増減 増減 増減

（億円、％） 3,401 ▲2.0 3,422 0.6 3,454 1.5 

（億円、％） 3,182 ▲2.5 3,105 ▲2.4 3,190  0.2 

正味支払保険金 （億円、％） 1,947 + 4.2 1,876 △3.7 1,860 △4.5 

（％、Ｐ） 66.4 + 4.4 66.1 △0.3 63.8 △2.6 

 自動車損害率 （％、Ｐ） 74.9 + 5.7 70.0 △4.9 68.9 △6.0 

（％、Ｐ） 33.5 + 1.2 34.4 + 0.9 34.5 + 1.0 

（％、Ｐ） 100.0 + 5.7 100.6 + 0.6 98.4 △1.6 

（％、Ｐ） 0.0 ▲5.7 ▲0.6 ▲0.6 1.6  1.6 

（億円） 64 1 35 ▲29 70  5 

（％,Ｐ） 3.9 0.0 2.1 ▲1.8 4.2  0.3 

（％） 47.1 － 40%以上 40%以上

当期利益

配当性向

営業収支残率

Ｈ１９
（実績）

ＲＯＥ（修正）

事業費率

正味収入保険料　

損害率

コンバインド・レシオ

元受正味保険料

Ｈ２０
（当初計画）

Ｈ２０
（修正計画）

経営健全性
強化計画

経営効率
強化計画

営業計画

通期予想のポイント（主要項目）

平成２０年度通期予想

過日プレス発表のとおり、平成２０年５月２１日公表の通期業績予想を修正。

米国金融危機に端を発する金融市場の混乱に伴い、運用関係利益の減少が見込まれることによる。

通期予想の前提

・期末の日経平均株価は平成20年9月末水準の11,000円を想定。

・外債利息の為替については、平成20年10月の水準から算出。

増減 増減 増減

（億円） 1,119 + 17 1,124 +　5 1,222 + 103 

　火 災　 （億円） 510 + 75 535 +　25   585 + 75 

（％、Ｐ） 1,052.1 ▲100.7 970前後 1,100前後
ソルベンシー
・マージン比率

Ｈ２０
（当初計画）

異常危険準備金残高

Ｈ１９
（実績）

Ｈ２０
（修正計画）
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通期予想（種目別保険料）

正味収入保険料見通し

増減率 増減率

火災 442 ▲7.5 451 2.1

海上 54 9.5 57 4.9

傷害 299 ▲1.7 292 ▲2.4

自動車 1,599 ▲0.7 1,600 0.0

自賠責 385 ▲1.6 302 ▲21.8

その他 401 ▲6.4 402 0.2

合計 3,182 ▲2.5 3,105 ▲2.4

除く自賠責 2,796 ▲2.6 2,803 0.2

（億円、％）

H２０予想H１９

正味収入保険料は、自賠責保険除きで対前期0.2％増収の見通し。

種目別動向は以下のとおり。

・火災保険新商品『ビジネスぴたっと』、当社独自商品『ホームぴたっと』等の拡販。

・自動車保険における日本生命ＴＳ職員チャネルの業績牽引、

プロ代理店の生産性向上基調への回帰。

・新種保険の大口契約による増収。
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通期予想（種目別保険金・損害率）

増減率 増減率

火災 171 △19.0 168 △2.2

海上 26 △0.5 34 +29.8

傷害 165 +35.1 153 △7.5

自動車 1,089 +7.1 1,005 △7.8

自賠責 280 △0.5 283 +1.0

その他 213 +2.9 233 +9.0

合計 1,947 +4.2 1,876 △3.7

除く自賠責 1,666 +5.1 1,593 △4.4

（億円、％）

H２０予想H１９

正味支払保険金見通し 正味損害率見通し

増減pt 増減pt

火災 40.6 △5.3 39.0 △1.6

海上 50.5 △4.8 61.7 +11.2

傷害 60.3 +15.4 57.7 △2.6

自動車 74.9 +5.7 70.0 △4.9

自賠責 79.5 +1.1 102.8 +23.3

その他 55.5 +5.0 60.2 +4.7

合計 66.4 +4.4 66.1 △0.3

除く自賠責 64.6 +4.9 62.1 △2.5

（％、pt）

H２０予想H１９

※損害調査費を含む。

自賠責保険除きの支払保険金は、自動車保険の事故発生件数が減少傾向にあることなどから、

通期では、対前期4.4％減少の1,593億円となる見通し。

自賠責保険除きの正味損害率も2.5pt改善見込み。
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通期予想（事業費・事業費率）

増減額
対

正味収保
増減額

対
正味収保

534 + 33 16.8 544 + 10 17.5

532 △21 16.7 525 △6 16.9

正味事業費・事業費率 1,066 + 12 33.5 1,069 + 3 34.4

除く自賠責 999 + 13 35.7 999 △0 35.6

H２０予想

（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

H１９

正味事業費・事業費率見通し

人件費・物件費の見通し

増減額 増減額

337 △0 358 + 21

368 + 45 366 △2

（億円）

物件費

人件費

H１９ H２０予想

多方面に亘る事業費削減への取り組みを継続する一方、

経営品質革新に向けた戦略的投資や要員の増強を実施。

自賠責保険除きの正味事業費率の通期見通しは、対前期0.1ｐｔ改善の35.6％。
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第２部

経営計画の進捗状況と下期取り組み
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平成２０年度 経営基本方針

中期経営計画の
総 仕 上 げ

中期経営計画の
総 仕 上 げ

ニッセイグループの損保会社として揺ぎない評価を確立

適正化・品質革新取組を業績回復・生産性向上へ

成 長 性成 長 性

健 全 性健 全 性

収益性収益性

損害率損害率

事業費率事業費率

当社の特色・強み「ニッセイ営業職員・プロ代理店」

２大専業チャネルの開拓強化

－ 営業職員によるクロスセリング体制の再構築

－ 中堅・中小法人マーケット開拓体制の強化

－ 大企業マーケット協業の推進

特殊要因の収束による保険金支払いの減少

適正な保険金支払いへの取り組み強化

聖域なき事業費削減取組の推進と品質向上への投資

準備金関係の計画的な積立

お
客
さ
ま
・代
理
店
の
視
点
で
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

お
客
さ
ま
・代
理
店
の
視
点
で
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

人材シフト・育成 商品開発態勢強化 事務・インフラ整備
働きがいのある

評価制度

平成２０年度経営基本方針

・今中期経営計画の 終年度、総仕上げの位置付け

『ニッセイグループの損保会社として、お客さまからの揺るぎない評価の確立』

『品質革新取り組みを業績の反転・生産性の向上へ』

と結びつけるべく、『成長性』、『収益性』、『健全性』のカテゴリーで掲げた項目に

全社挙げての取り組みを展開中。
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販売戦略（ニッセイ・リテール領域）

ＴＳ（営業職員）チャネルは今期に入りＶ字回復

Ｈ１９上期

▲５．０％

＋１０．３％

（％）

０

Ｈ１９下期

▲７．４％

Ｈ２０上期

各領域での対応強化各領域での対応強化

教育の強化

カスタマーセンターの機能拡充カスタマーセンターの機能拡充

契約残存率の高いロングの占率が上昇

販売をサポートするサービス向上の状況

自動車保険 新規契約件数伸率推移

－ 成長性 －

自動車保険
商品改定

満期案内改訂

職員の
損保活動評価

見直し

安心コール活動の実施安心コール活動の実施

モバイル決済スキームの導入モバイル決済スキームの導入

０

Ｈ１９上期 Ｈ１９下期 Ｈ２０上期

▲６．５％

＋１１．２％

▲１３．１％

（％）

１０

１０

▲１０

H19上期 Ｈ19下期 Ｈ20上期

ロング占率 59.0% 63.0% 69.2%

１３ヶ月目の契約残存率１３ヶ月目の契約残存率

ロング：９３.８％
１年契約：８８.０％

Ｈ２０上期対応件数 対前期 １１８．６％

カスタマーセンターの機能拡充事故対応時の安心コール活動の展開

お見舞いコール
対人事故のお客さまへの月1回の電話連絡

サンキューコール

お客さまから書類等が届いた際の電話連絡

完了コール

事案が完了した際の電話連絡

今年度より、中断証明発行、三者間通話

の対応を開始

ニッセイマーケットのリテール領域においては、

今年度、当社・日本生命の双方において、多方面からの対応強化を実施中。

教育面

…ＴＳ営業職員初期育成層等への教育強化

商品・サービス面

…業界トップクラスのゴールド免許割引＋ロングを梃子に

リスク細分型自動車保険「ぴたっとくん」拡販

活動評価面

…損保証券拝見、損保採契評価に加え、今年度

損保重ね売り評価等を新設

主力の自動車保険で新規契約件数が順調に増加。
ロング占率の上昇により、保有契約の継続率向上効果大。

（お客さまにとって）

わかりやすさ・満足度が向上

（営業職員にとって）

扱いやすさが向上

（お客さまにとって）

わかりやすさ・満足度が向上

（営業職員にとって）

扱いやすさが向上

ＴＳチャネルは業績の牽引役にＴＳチャネルは業績の牽引役に

対１年契約：＋５.８Ｐ

制
度
面

制
度
面

イ
ン
フ
ラ
面

イ
ン
フ
ラ
面

＜営業保険料ベース＞
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販売戦略（ニッセイ・法人領域）

大企業マーケットへの対応

日本生命総合法人部との共同開拓

－ ＢＣＭを切り口とした開拓推進 （クライシスコミュニケーション、パンデミック対応 等）

－ ヒト保険分野提案活動の継続 （ＧＬＴＤ ・第三分野等）

ホールセール部門 営業保険料推移 ホールセール部門 基盤開拓状況

４５０

Ｈ１７
上期

Ｈ１８
上期

Ｈ１９
上期

Ｈ２０
上期

４００

0

中堅・中小法人マーケットへの対応

日本生命支社における共同開拓 （ＴＳ協業）

－ 協業代理店網との開拓展開

日本生命都心企業部との共同開拓 （都心企業開拓）

－ 豊穣な都心部のマーケットを生損両面から開拓

－ 当社総合職の戦略的配置

H19上期

前期比

新規企業開拓社数 １００社 １１５社 ＋１５社

新規職域開拓社数 ２０社 ３５社 ＋１５社

Ｈ20上期

ＴＳ協業領域 営業保険料推移 ＴＳ協業 戦略商品販売状況

Ｈ１８
上期

Ｈ１９
上期

Ｈ２０
上期

0

都心企業開拓 進捗状況

Ｈ20/4 Ｈ21/3Ｈ20/9

653社

平成２０年度末
約1,500社

訪問・提案企業数が順調に増加中

－ 成長性 －

（億円）

458424406372

Ｈ２０年度計画
９００億円

Ｈ２０年度計画
９００億円

ホールセール部門 ヒト保険分野商品 販売状況

H19上期

増減率

9.2億円 12.4億円 34.6%

ＧＬＴＤ 4.2億円 6.7億円 59.1％

団体医療 5.0億円 5.7億円 13.8％

Ｈ20上期

合　計３５０

９０

８０

（億円）

85

76

Ｈ２０年度計画
１６７億円

Ｈ２０年度計画
１６７億円

81

H19上期

増減率

26.9億円 30.2億円 12.3%

経営プロテクト(傷害) 7.1億円 7.8億円 11.0％

管財物件(火災) 19.8億円 22.4億円 13.1％

Ｈ20上期

合　計

上期実績
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販売戦略（代理店ネットワーク改革）

『業務品質向上 ⇒ 増収』 構造の確立目的

「代理店品質基準」の設定、充足状況の評価

「NDI WEB研修」等による募集人教育の強化

契約内容確認活動の徹底

代理店品質向上への取組

販売力の向上

Ｈ１９上期

１００.７％

（％）

１００

９７.１％

Ｈ２０上期

１０２

リテール部門営業成績
自賠責を除いたベースで

プラス進展を確保

リテール部門営業成績
自賠責を除いたベースで

プラス進展を確保

当社の強みを活かしたチャネルの強化

強弱
移行マーケット移行マーケット

新
規
マ
ー
ケ
ッ
ト

新
規
マ
ー
ケ
ッ
ト

銀行
企業

ディーラー
etc

強

プロ TS職員

協業

当社の特色・強みである２大専業チャネル

H20上期

自動車新規契約
保険料対前期

プロ
代理店

約３，４００店 約４４，０００名

日本生命
TS職員

１０２．１％１０２．１％ １０６．０％１０６．０％

※H20上期 新車販売台数 ： 対前期 ９７.３％

プロ代理店チャネルは大きく成長

－ 成長性 －

お客さまの視点に立ったわかりやすい説明資料

お客さまへの説明に関する代理店指導の強化

９８

当社誕生から７年間の
プロ代理店チャネル収保伸率

（Ｈ20/3末÷Ｈ13/3末）

当社誕生から７年間の
プロ代理店チャネル収保伸率

（Ｈ20/3末÷Ｈ13/3末）

３２.５％
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H20. 4   自動車保険改定（第一弾）

H20.10  ビジネスぴたっと新発売

H21年度 自動車保険改定（第二弾）

保険法改正対応

H20. 4   自動車保険改定（第一弾）

H20.10  ビジネスぴたっと新発売

H21年度 自動車保険改定（第二弾）

保険法改正対応

－成長性－

商品戦略

商品改定

商品のわかりやすさの追求

チャネル特性を活かす商品の供給

お客さまにとってのわかりやすさの向上

チャネル特性と商品

約款の統一化・標準化

用語の平易化

パンフレット・帳票類のビジュアル化

約款の統一化・標準化

用語の平易化

パンフレット・帳票類のビジュアル化

約款等の平明化

新発売 ! 事業者向け総合型火災保険 『ビジネスぴたっと』

ポイント１ 総合補償もシンプル補償もぴたっと設計！ポイント１ 総合補償もシンプル補償もぴたっと設計！

ポイント２ 充実の補償！ポイント２ 充実の補償！

ポイント３ 納得の保険料！ポイント３ 納得の保険料！

財物損害、休業損失、賠償責任を一本化

財物損害、休業損失の補償をセレクトしての契約も可能

風災損害に対する補償を拡充

水災被害に対する補償を拡充

総合補償型商品として契約を一本化することで保険料を合理化

適用漏れのない新しい割引を設定

基本方針

ＴＳ(営業職員)
チャネル

• 定型的な訴求話法に強み

プロ代理店
チャネル

• 総合的な
コンサルティングに強み

• 移行新規契約獲得に強み

戦 略 商 品戦 略 商 品

『ロング』（長期自動車保険 Ｈ20.4改定）

⇒１年契約に対する価格優位性／簡便な手続き

『経営プロテクト』（傷害保険）

⇒労災認定を条件としない保険金支払／簡便な手続き

『ホームぴたっと』（火災保険）

『ビジネスぴたっと』（火災保険 Ｈ20.10新発売）

『ぴたっとくん』（自動車保険 Ｈ20.4改定）

⇒ニーズに沿った補償パターン設定

⇒財物、休業、賠償の各補償を一本化

特 性特 性チャネルチャネル

⇒お客さまの状況に合わせた運転者範囲や年齢条件設定
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62.0%

64.0%

66.0%

68.0%

70.0%

72.0%

74.0%

H16中間 H17中間 H18中間 H19中間 H20中間

62.0%

64.0%

66.0%

68.0%

70.0%

72.0%

74.0%

76.0%

78.0%

80.0%

H16中間 H17中間 H18中間 H19中間 H20中間

－収益性－

自動車保険損害率の改善

１．商品開発

分母の拡大に資する
商品設計

行動サイクル

２．アンダーライティング

損害率を的確に反映した
引受基準の策定

３．代理店構造改革

ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾏｲﾝﾄﾞの醸成
引受基準の遵守

４．事故防止活動の強化

各種事故防止サービスの
活用

６．高損害率代理店対策

要因の詳細分析
個別改善ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの実施

Ｈ19
中間期

Ｈ20
中間期

付随的保険金追加払い
（億円） １１ ０．２

長期事案支払促進
（億円） ２３ １１

H19
特殊要因
の収束 長期事案支払促進

付随的保険金の追加払い

支払管理・
査定態勢の

強化

ふれ愛工場活用推進

商品改定

ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾃｨﾝｸﾞ

戦略商品拡販による単価増

機動的ﾘｽｸｺﾝﾄﾛｰﾙの発動

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸｼｽﾃﾑの強化

５．適正な保険金の支払い

修理工場・病院との連携強化
ふれ愛入庫誘導等の推進

主 な 改 善 要 因主 な 改 善 要 因

ふれ愛工場入庫誘導
（万台） １．８ ２．０

搭傷ワイド占率
（％） ６１．８ ７４．１

ぴたっとくん占率
（％） ２１．４ ２８．９

自動車保険損害率の改善自動車保険損害率の改善

自動車保険Ｅ／Ｉベース損害率

71.9%

78.0%

66.9%

65.2%
64.1%

自動車保険損害率

70.6%

72.1%

64.9%63.4%

67.3%
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H20.9末

政策株式

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

Nissay Dowa General ins All rights reserved.

資産運用の基本方針
（億円）

g 収益の安定性

g 大 規 模 災 害 に 備 え た
流動性（換金性）の確保

g 運用の透明性向上

g 収益の安定性

g 大 規 模 災 害 に 備 え た
流動性（換金性）の確保

g 運用の透明性向上

一
般
勘
定
純
投
資

一
般
勘
定
純
投
資g 運 用 収 益 の 更 な る 向 上

（純資産価値の増大）

g 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

g 金利変動リスクの抑制

g 安定した利鞘の確保

g 金利変動リスクの抑制

g 安定した利鞘の確保

g 内外債券を中心とした運用
（内外株式、代替投資は限定的）

g 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～)

g 内外債券を中心とした運用
（内外株式、代替投資は限定的）

g 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

g機動的な通貨配分

g資源国通貨を含めた通貨分散

g為替ヘッジ比率の調整（20～50％程度）

g機動的な通貨配分

g資源国通貨を含めた通貨分散

g為替ヘッジ比率の調整（20～50％程度）

g割安時に、高格付
社債に積極投資

g割安時に、高格付
社債に積極投資

外 債外 債 円 債円 債

g基本は内外株式へのｲﾝﾃﾞｯｸｽ投資

g収益機会があれば個別株投資等を実施

g基本は内外株式へのｲﾝﾃﾞｯｸｽ投資

g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。

g 各資産の収益向上取り組み（下記）g 各資産の収益向上取り組み（下記）

g 保険収益を含めた総合的な収益の観点からの投資

g 引続き銘柄入替えを実施

g 保険収益を含めた総合的な収益の観点からの投資

g 引続き銘柄入替えを実施

（時価ﾍﾞｰｽ）

gALM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

gALM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

－ 収益性 －

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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平成２０年度の運用戦略

上半期の取り組み（純投資）

内外債券を中心とした運用を継続

Ｈ２０年度は為替リスク軽減のため、

年度始より資産配分の変更を実施

・外債 ：550億円削減

・円債等：690億円積み増し

外債運用においては、市場環境の

変化に対応し、通貨配分変更を実施

ﾕｰﾛ・英ﾎﾟﾝﾄﾞ・豪ﾄﾞﾙを削減

→米ﾄﾞﾙにｼﾌﾄ

内外債券を中心とした運用を継続

Ｈ２０年度は為替リスク軽減のため、

年度始より資産配分の変更を実施

・外債 ：550億円削減

・円債等：690億円積み増し

外債運用においては、市場環境の

変化に対応し、通貨配分変更を実施

ﾕｰﾛ・英ﾎﾟﾝﾄﾞ・豪ﾄﾞﾙを削減

→米ﾄﾞﾙにｼﾌﾄ

下半期の戦略（純投資）

市場環境

・目先は経済データや企業業績等により、

振れの大きい相場展開が予想される。

・但し、各国の協調利下げや金融機関への

公的資金注入等から、市場は徐々に安定

してくるものと思われる。

市場環境

・目先は経済データや企業業績等により、

振れの大きい相場展開が予想される。

・但し、各国の協調利下げや金融機関への

公的資金注入等から、市場は徐々に安定

してくるものと思われる。

参考情報

g ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ関連・ﾓﾉﾗｲﾝ関連への投融資はない。
g 証券化商品の保有残高は51億円。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。
うち46億円は実質的に本邦大手優良企業への与信（社債をﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞしたもの等）。
5億円は商業用不動産担保証券。

g ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ関連・ﾓﾉﾗｲﾝ関連への投融資はない。
g 証券化商品の保有残高は51億円。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。
うち46億円は実質的に本邦大手優良企業への与信（社債をﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞしたもの等）。
5億円は商業用不動産担保証券。

上半期は、内外債券中心の運用（純投資）を維持しながら、
外債を削減し、円債等の積み増しを行うなど基本的に慎重な姿勢で対応。

下半期は、欧米各国の対応により市場は徐々に安定してくるものと思われるが、
目先は発表される経済指標や企業業績等により、振れの大きい展開を予想。

従って、引き続き現在の慎重姿勢を維持しながら、グローバルなリスク回避の中で売られすぎた
国内個別株への投資を検討。

0

2,000

4,000

6,000

H20.3末 H20.9末

＋690億円

外債

円債等

内外株式
代替投資

短資

外債

貸付

円債等

△550億円

【資産配分の推移】 （会社勘定、億円）

－ 収益性 －

下半期の戦略

・現在の慎重な姿勢を維持

・一方で、グローバルなリスク回避志向の中で、

売られすぎた国内個別株への投資を検討
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支払余力強化へ向け、経営基盤（資本金、準備金等）へ積極的な積み増し支払余力強化へ向け、経営基盤（資本金、準備金等）へ積極的な積み増し

－健全性－

健全性の確保と株主還元

H17 H18 H19
H20

計画

配当単価   (円) 8 8.5 8 8

配当性向   (％) 44.1 48.6 47.1 ―

資本配賦の基本方針

(百万円) Ｈ17 Ｈ18 H19

資本金又は基金等 156,810 159,996 163,380

価格変動準備金 5,752 6,384 7,050

危険準備金 - - 147

異常危険準備金 127,015 129,541 132,279

一般貸倒引当金 161 72 65

合　計 289,738 295,993 302,921

経営基盤・担保力強化への取り組み

Ｈ20.9末 ソルベンシー・マージン比率 ９６８．５%

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

Ｈ１７

（％）

100
Ｈ１８

102

101

Ｈ１９

104

103

100.0

102.2

104.5

【経営基盤強化の状況】
（Ｈ17を100とした場合）

配当性向４０％以上を維持
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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 忍田・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 忍田・谷内

電話 ０３－５５５０－０２２７

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