
はじめに
パンデミックや地政学リスクの高まりへの対応と保険会社の役割

リスクソリューションのプラットフォーマーとして

気候変動をはじめとした社会課題の解決に貢献し、

社会とともに成長していく

取締役社長グループCEO
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新型コロナウイルスの感染拡大が心配される状
況ではありますが、ワクチン接種など感染対策に留
意しながら、ウィズコロナでの経済活動が徐々に再
開されるようになりました。一方、世界情勢に目を転
じますと、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻によ
り、多くの人々の生活が破壊され、世界経済にも急
速なインフレや景気回復の遅れなどの影響がもた
らされています。パンデミックや地政学リスク、自然
災害の激甚化など、大きなうねりが押し寄せており、
世界の安心と安全を揺るがすさまざまなリスクが顕
在化する中にあって、「保険の力」がますます求めら
れるようになっています。
私がグループCEOに就任した2020年6月は、
WHOが新型コロナウイルス感染症をパンデミック
に該当すると宣言して間もない時期でした。今では、
多くの企業で当たり前になっているリモートワーク

ですが、当時は社員を出勤させずにどのように業務
を行うべきか、日本全体が手探りで対応を行ってい
ました。幸い当社では、働き方の多様性を進めるた
め、既にテレワーク制度を設け、シンクライアントPC
を一人一台配備する取組みを行っていたため、保険
金支払い等でお客さまにご迷惑をおかけするよう
なこともなく、比較的スムーズにリモートワークに移
行することができました。お客さまに受け入れられ
るだろうかと不安に感じながらスタートしたリモー
トでの対応でしたが、むしろお客さまの側で非接触
志向が高まり、いかに訪問せずに保険の手続や保険
金の支払いをできるようにするかということが求め
られるようになりました。こういった大きな出来事が
あると、一気に物事が進み、働き方改革やデジタル
化などが急速に実現することを改めて実感しまし
た。また、こうした対応は、当社だけでは進めること

は難しく、社会とのかかわりを大切に、多くのステー
クホルダーと一緒になって物事を進めていかなけれ
ばならないと感じました。
当社グループでは、2018年にスタートした中期
経営計画「Vision 2021」から、CSVを経営の基盤
におき、ステークホルダーとともに社会課題の解決
に貢献し、当社グループも成長する取組みを進めて
きました。そして、昨今こうした経営姿勢がますます
重要になってきていると感じています。新型コロナ
禍での対応に大きな力を発揮したのはDXの活用で
した。2020年からは、CSVにDXを掛け合わせ、それ
をグローバルに推進するCSV×DX×Global戦略を
開始しました。今年度よりスタートした中期経営計
画（2022-2025）は、このCSV×DX×Globalを軸に、
CSV戦略を更に強力に展開し、長期的な成長につ
ながる成果を示していきたいと考えています。

直近では、ロシアによるウクライナ侵攻、中国のゼ
ロコロナ政策によるロックダウンなど、当社のリスク
管理で想定していた多くのリスクシナリオ・事象が
現実化しました。リスクが多様化・甚大化する中で、
リスクシナリオに基づく対応を更に進め、当社グ
ループの企業体質をより変化に強いものにしなけ
ればなりません。また、リスク対応のプロフェッショ
ナルとして、想定されるリスクシナリオをお客さまに
伝え、リスクへの備えと損失軽減のためのサポート
を行う保険会社の役割がますます重要になってい
ます。中期経営計画（2022-2025）の推進により、多
様化する社会課題の解決に貢献し、当社グループの
力強い成長を持続的に実現していきたいと考えてい
ます。
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CVC

「Corporate Venture Capital」の略で、当社事業とシナジーを期待できるスタート
アップ企業を中心に投資するファンドです。投資先企業の持つ技術やビジネスモデル
を活用し、オープンイノベーションにつなげる事例が数多く生まれています。

中期経営計画（2022-2025）　
リスクソリューションのプラットフォーマーとして社会とともに成長

めざす姿、３つの基本戦略 ～世界トップ水準の保険・金融グループとしての成長Vision～

さて、今年度より、新しい中期経営計画がスタート
しました。「中期経営計画（2022-2025）」には「リスク
ソリューションのプラットフォーマーとして、社会とと
もに成長する」というテーマを掲げ、取組みを進めて
いきます。これには、データやデジタル、グループ内外
の知見・ノウハウ等を活用しながら、さまざまな社会
課題の解決に貢献することで、社会とともに成長する
という思いを込めています。
定量面では、2025年度までにIFRS純利益4,700～

5,000億円の実現、修正ROEについては、安定的に
10％以上となることをめざします。これによって、当社
グループがめざす世界トップ水準の保険・金融グルー
プの実現に近づくことができると考えています。ロシ
ア・ウクライナ情勢による不透明な要素はありますが、
海外事業の利益回復や資産運用態勢の強化、1プラッ
トフォーム戦略を軸とした生産性の向上などを着実
に進めることによって、目標の達成を図っていきます。

中期経営計画（2022-2025）の基本となる戦略
は、「Value（価値の創造）」「Transformation（事業
の変革）」「Synergy（グループシナジーの発揮）」の
３つです。
1つ目の「Value(価値の創造)」では、「CSV×DX」を

グローバルに展開し、新たな価値を提供していきま
す。具体的には、補償の前後の商品・サービスの開
発と収益化を進める「MS&AD Value戦略」を推進
していきます。また、グループのリスクマネジメントの
中核会社であるMS&ADインターリスク総研を中心
に、データやデジタルを活用したリスクコンサルティ
ングの高度化を図り、新たなビジネス領域を確立し
ていきます。
２つ目の「Transformation（事業の変革）」は、事
業環境の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を実
現するために必要な課題です。「Vision 2021」に続
き、「事業ポートフォリオの変革」、国内損保事業の
「商品ポートフォリオの変革」、「リスクポートフォリ
オの変革」に取り組んでいきます。
「事業ポートフォリオ変革」においては、グループ
修正利益に占める国内損害保険事業と、海外事業や

国内生命保険事業などの割合を、各々概ね50％程
度とすることをめざします。「商品ポートフォリオ変
革」においては、自動車保険の収益性の維持・拡大、
火災保険の収支改善、新種保険の収益拡大を進め、
持続的な成長を実現していきます。「リスクポート
フォリオ変革」においては、年間1,000億円の政策株
式の削減を継続し、財務基盤を強化していきます。
基本戦略の3つ目は「Synergy（グループシナジー

の発揮）」です。当社グループの強みである多様性に
シナジーを掛け合わせることで、グループ総合力を
向上させていくことが大切です。その鍵を握るのは
「１プラットフォーム戦略」です。国内損保最大シェ
アのスケールメリットを活用するため、三井住友海
上とあいおいニッセイ同和損保のミドル・バック部
門を中心にグループで共通化 ・共同化 ・一体化を
大胆に進めていきます。具体的には、両社の強みを
踏まえて、戦略的に差異を残す領域を明確にし、そ
れ以外の領域の共通化・共同化・一体化を進めてい
きます。
生命保険事業と損害保険事業のシナジーについ

ては、現在18％程度の損保代理店による生保併売

率を25％まで高めていきます。また、三井住友海上
プライマリー生命の商品を三井住友海上あいおい
生命でも扱えるようにするなど、グループ生保間の
シナジーも高めていきます。
次に「グローバルシナジー」ですが、商品・アン

ダーライティング・損害サービス・再保険・資産運
用・リスクコンサルティングなど、あらゆる領域で国
内外のグループ各社のシナジーを追求します。例え
ば、台湾でのドラレコ型自動車保険の販売や、日本
で開発したデータ分析機能をフィリピンに導入し、
保険商品の販売などを進めています。また、2022年
１月に三井住友海上がスイスLGT社とのJVとして
ニューヨークに設立した資産運用会社を、グループ
共通の運用拠点として活用します。これによって資
産運用での収益力向上やESG投融資の高度化など
を進めていきます。

更に、CASE、MaaSなど、自動車を巡る環境変化
が激しい中、三井ダイレクト損保に、グループの先進
的な取組みのパイロットの役割を担わせることにし
ました。機動性のある商品開発力や料率運営を活か
して、三井ダイレクト損保が新たな商品・サービスや
販売スタイルに先行的に取り組み、そのノウハウを
グループ全体で共有します。
これらの基本戦略をベースに、当社グループの課
題である海外事業の利益拡大と、資本効率の向上
に向けた取組みを一層強化し中期経営計画
（2022-2025）の目標を着実に達成していきたいと
考えています。

1

中期経営計画「Vision 2021」の総括
主な成果と今後の課題

2021年度に最終年度を迎えた中期経営計画
「Vision 2021」では、目標としたグループ修正利益
3,000億円を上回る3,471億円の修正利益を達成
しました。これは、過去最高益となります。グループ
誕生以来、過去2回の中期経営計画は、いずれも最
終年度に国内での大雪や海外での大規模な自然災
害が発生し、目標を達成することができませんでし
たが、3回目の中期経営計画でようやく目標を達成
することができました。2021年度も海外事業では
欧州の未曾有の洪水などが発生した年ではありま
したが、国内損害保険事業、国内生命保険事業の収
益力が向上してきたこと、海外の自然災害リスクの
コントロールに取り組んできたことが成果として現
れたと思っています。

３つの重点戦略の成果

「Vision 2021」では、「環境変化に迅速に対応で
きるレジリエントな態勢の構築」をめざし、「グルー
プ総合力の発揮」「デジタライゼーションの推進」
「ポートフォリオ変革」の３つの重点戦略に取り組ん
できました。この成果として、国内収入保険料の増
収率において、三井住友海上・あいおいニッセイ同
和損保が、大手4社の中で４年連続１・２フィニッ
シュを実現するなど業界トップ水準の成長性を実

現しました。同時に、グループシナジーによる生産性
の向上を強力に推進し、2021年度までに2019年度
対比で540億円のコスト削減を実現、2025年度ま
でに更に460億円のコスト削減に取り組んでいきま
す。また、シリコンバレーにスタートアップ投資を行
うCVCを設立し、世界の保険会社の中でも最も多く
のスタートアップ投資の実績をあげました。人財育
成面においてもデジタル人財育成のプログラムを構
築し、多くのデジタル人財を育成しました。

今後の課題

残された課題は、事業ポートフォリオの分散と、資
本効率の向上です。大規模自然災害や新型コロナウ
イルス感染拡大の影響などにより、海外事業、特に
MS Amlinの利益回復が遅れ、グループ修正利益に
占める海外事業や生保事業などの国内損保事業以
外の割合は、目標とした50％には届きませんでし
た。また、株式マーケットが好調であったことから、
純資産に含まれる有価証券の評価益が増加したた
め、グループ修正ROEは9.5％と、目標の10％にはも
う一歩及びませんでした。この２つの課題について
は中期経営計画（2022-2025）の中で、引き続き取
組みを強化していきたいと考えています。

中期経営計画「Vision 2021」の振り返りP.35-36

経営数値目標（財務）P.38
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LGT社

1998年設立のスイスの資産運用会社LGT Capital Partners Ltd.（運用資産は約850
億米ドル）で、ESG投資のトップランナーの1社となっています。

CASE

「Connected（コネクテッド）」「Autonomous（自動運転 ）」「Shared & Services
（カーシェアリングとサービス）、「Electric（電気自動車）」の頭文字をとった造語で、独
ダイムラー社が中長期戦略の中で提唱したのが始まりです。

MaaS

「Mobility as a Service」の略で、ユーザー一人ひとりに最適な移動手段を提供する
サービスのことをいいます。自家用車から電車、バス、タクシー、自転車まであらゆる交
通手段を一つに貫き、移動をトータルサービスとして提供する考え方です。

TNFD

「Taskforce on Nature-related Financial Disclosures」の略で、自然資本等に関す
る企業のリスク管理と開示の枠組みを構築するために設立された国際的な組織です。
当社社員がタスクフォースメンバーとして携わっています。

中期経営計画（2022-2025）の基本となる戦略
は、「Value（価値の創造）」「Transformation（事業
の変革）」「Synergy（グループシナジーの発揮）」の
３つです。
1つ目の「Value(価値の創造)」では、「CSV×DX」を

グローバルに展開し、新たな価値を提供していきま
す。具体的には、補償の前後の商品・サービスの開
発と収益化を進める「MS&AD Value戦略」を推進
していきます。また、グループのリスクマネジメントの
中核会社であるMS&ADインターリスク総研を中心
に、データやデジタルを活用したリスクコンサルティ
ングの高度化を図り、新たなビジネス領域を確立し
ていきます。
２つ目の「Transformation（事業の変革）」は、事
業環境の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を実
現するために必要な課題です。「Vision 2021」に続
き、「事業ポートフォリオの変革」、国内損保事業の
「商品ポートフォリオの変革」、「リスクポートフォリ
オの変革」に取り組んでいきます。
「事業ポートフォリオ変革」においては、グループ
修正利益に占める国内損害保険事業と、海外事業や

国内生命保険事業などの割合を、各々概ね50％程
度とすることをめざします。「商品ポートフォリオ変
革」においては、自動車保険の収益性の維持・拡大、
火災保険の収支改善、新種保険の収益拡大を進め、
持続的な成長を実現していきます。「リスクポート
フォリオ変革」においては、年間1,000億円の政策株
式の削減を継続し、財務基盤を強化していきます。
基本戦略の3つ目は「Synergy（グループシナジー

の発揮）」です。当社グループの強みである多様性に
シナジーを掛け合わせることで、グループ総合力を
向上させていくことが大切です。その鍵を握るのは
「１プラットフォーム戦略」です。国内損保最大シェ
アのスケールメリットを活用するため、三井住友海
上とあいおいニッセイ同和損保のミドル・バック部
門を中心にグループで共通化 ・共同化 ・一体化を
大胆に進めていきます。具体的には、両社の強みを
踏まえて、戦略的に差異を残す領域を明確にし、そ
れ以外の領域の共通化・共同化・一体化を進めてい
きます。
生命保険事業と損害保険事業のシナジーについ

ては、現在18％程度の損保代理店による生保併売

率を25％まで高めていきます。また、三井住友海上
プライマリー生命の商品を三井住友海上あいおい
生命でも扱えるようにするなど、グループ生保間の
シナジーも高めていきます。
次に「グローバルシナジー」ですが、商品・アン

ダーライティング・損害サービス・再保険・資産運
用・リスクコンサルティングなど、あらゆる領域で国
内外のグループ各社のシナジーを追求します。例え
ば、台湾でのドラレコ型自動車保険の販売や、日本
で開発したデータ分析機能をフィリピンに導入し、
保険商品の販売などを進めています。また、2022年
１月に三井住友海上がスイスLGT社とのJVとして
ニューヨークに設立した資産運用会社を、グループ
共通の運用拠点として活用します。これによって資
産運用での収益力向上やESG投融資の高度化など
を進めていきます。

更に、CASE、MaaSなど、自動車を巡る環境変化
が激しい中、三井ダイレクト損保に、グループの先進
的な取組みのパイロットの役割を担わせることにし
ました。機動性のある商品開発力や料率運営を活か
して、三井ダイレクト損保が新たな商品・サービスや
販売スタイルに先行的に取り組み、そのノウハウを
グループ全体で共有します。
これらの基本戦略をベースに、当社グループの課
題である海外事業の利益拡大と、資本効率の向上
に向けた取組みを一層強化し中期経営計画
（2022-2025）の目標を着実に達成していきたいと
考えています。

中期経営計画（2022-2025）の３つの基本戦略を
支える基盤となるのが「サステナビリティ」「品質」
「人財」「ERM」です。どれも欠かすことのできない重
要な取組みですが、ここでは「サステナビリティ」と
「人財」を中心にお話しします。
「サステナビリティ」については、当社とステーク
ホルダーの双方にとって重要度の高い社会課題の
解決をめざし「地球環境との共生（Planetary 
Health）」「安心・安全な社会（Resilience）」「多様
な人々の幸福（Well-being）」の３つを重点課題と
しました。
まず「地球環境との共生（Planetary Health）」で
すが、当社自身が取り組む気候変動対策として、温
室効果ガスの排出量を2019年度対比で2030年度
に50％削減し、2050年度にはネットゼロとする目
標を掲げています。この目標の達成に向け、ビジネス
スタイルの変革を推進し、社員の移動やオフィスス

ペース等を削減することで、ガソリンや電力使用量
の削減を進めています。加えて、保険契約のお申込
み、保険金のご請求手続等のWeb化によるペー
パーレスを推進することで、紙使用量の削減を進め
ています。また、気候変動対策と併せ「自然資本の持
続可能性向上（Nature Positive）」にも取り組みま
す。当社グループは、早くから生物多様性の保全の
ための取組みを進めてきました。また「自然関連財
務情報開示タスクフォース（TNFD）」にも参画する
など、この領域において主導的な役割を果たしてい
ます。Carbon NeutralとNature Positiveは相互
に関連しており、これらを両輪に地球環境との共生
のための取組みを進めていきます。
次に「安心・安全な社会（Resilience）」です。社会
構造の変化や新たな技術の進展に伴って生じるさ
まざまなリスクに対し、それをカバーする商品・サー
ビスを提供し、社会の安定的な発展に貢献すること

は、保険会社としての私たちの使命です。サイバーリ
スクはその典型的な例です。経済的損失の補償だけ
でなく、ウイルス検知ソフトの活用による被害の予
防や、情報漏えいがあった際の対策のお手伝いなど
も実施しています。
また、防災・減災にも積極的に取り組んでいきます。
例えば、米国のスタートアップ企業と提携し、ＡＩを
使って世界の洪水リスクをサイト上に表示するなど、
気候変動に対するコンサルティングを行っています。
これによって、リスクの可視化や予見を可能にし、事故
や被災の回避、被害の最小化を支援していきます。
また、安心・安全な社会の実現に向けて、地方創生
にも引き続き取り組んでいきます。これまで多くの自
治体と包括連携協定を締結してきましたが、これか
らも、各自治体の課題をグループの多様性から生ま
れるさまざまなソリューションで解決し、地域社会か

ら頼られるグループであり続けたいと思います。
最後に「多様な人々の幸福（Well-being）」です

が、「健康・長寿社会への対応」「人権尊重」「社員の
エンゲージメント向上」の３つの観点で取組みを進
めていきます。「健康・長寿社会への対応」は、保険事
業を営むグループとして極めて大切な取組みです。
健康増進、未病・重症化予防や、人生100年時代に
おける資産寿命の延伸に資する商品などを提供し
ていきます。「人権尊重」もグループとして考えるべ
き重要なテーマです。グループ内に限らず、サプライ
チェーンも含めた人権デュー・ディリジェンスを推
進していきます。また、さまざまな人たちの生活の糧
となる保険・金融へのアクセスの改善・向上にも注
力していきます。

サステナビリティの重点取組 ～気候変動をはじめとした社会課題の解決に貢献～2

社員のエンゲージメント向上

戦略を実現する上で、「社員のエンゲージメント向
上」は、全ての取組みの礎になると考えています。
CSVの実現には、イノベーティブな発想や取組み

とともに、日々の業務の着実な積重ねが重要です。
グループの持続的な成長のためには、会社と社員
がベクトルを合わせ、ともに歩みを進める必要があ
ります。そのためには、会社のめざす方向に社員が
共感することが重要です。ミッションやCSVへの理
解を進めて、社員のやりがい・働きがいの向上につ
なげていきます。
当社グループでは、CSVの意識が浸透したことで、
社会課題の解決と会社の成長が結びつくことが理解
されてきました。そしてCSVを進めることで、社員が
働きがいを持って、いきいきと前向きに働き、エン
ゲージメントの向上にもつながればベストであると
考えます。

社員のエンゲージメントの向上策の１つとして、今
年度より、新たに約4万人のグループ全社員を対象と
して、株式インセンティブ制度を導入しました。資産
形成の契機として社員に自社株式を交付します。これ
によって中期経営計画（2022-2025）の目標達成と
社員のめざす方向性を一致させ、企業価値向上への
意識を高める制度です。
また、社員にとって魅力ある職場環境の整備にも
力を入れます。ポストチャレンジや兼業・副業などに
より、社員の自律的なキャリア形成をサポートしま
す。そして、全ての社員が自身の力を思う存分発揮で
きるよう心理的安全性の確保やハラスメントの撲滅
にもしっかり取り組んでいきます。

D&I推進

レジリエントでサステナブルな社会を支えるグ
ループになるため、人財の多様化にも力を入れま

す。D&Iを推進し、意思決定層の多様化や、多彩な
意見・アイデアが溢れる企業文化を醸成します。具
体的には、現状17.5%の女性管理職比率は、2030
年度末までに30％へ、10.5%の女性ライン長比率も
15％まで引き上げ、更なる多様性の発揮に取り組み
ます。中途採用も積極的に進めており、管理職に占
める中途採用者の比率は22.1％まで高まっていま
す。更に、最近は新型コロナウイルスの影響で減少し
ているものの、外国人の留学生採用も積極的に取り
組んできました。
また、社員には、保険以外の異業種の方との交流
を大切にしてもらいたいと思っています。スピード感
や考え方の異なる他業界の方々のさまざまな話を
聞くことで、刺激を受け、多様性を高めていく必要が
あると考えています。

求める人財像

中期経営計画（2022-2025）の戦略を実現するた
めに当社グループは、データに感度のある人財、ビ
ジネスの感度の高い人財、情報をうまく使って解決
に結び付ける人財などを求めています。外部人財の
中途採用強化とともに、当社グループのビジネスを

十分理解した内部人財の育成を進めます。
また、データサイエンティスト、アクチュアリー、資
産運用、経理、デジタル等の専門人財の強化にも取
り組み、さまざまなソリューションの引出しを増やし
ていきたいと考えています。
当社のバリュー、即ち仕事を行う上で大切にする
価値観は、「お客さま第一」、「誠実」、「チームワー
ク」、「革新」、「プロフェッショナリズム」の5つです。
状況によって求められるバリューが異なります。例
えば大きな災害があればお客さま第一やチーム
ワークが求められますが、今、特に求められている
のは、革新、イノベーションです。従来の枠組みでは
なく、自由なひらめき、一歩前に踏み出していくこと
が求められます。多様性を求めながら、いかにイノ
ベーションを発揮していくかが重要です。
従来のビジネスのみでなく、新しいビジネスを作っ

ていくためのチャレンジが重要で、仮にうまくいかな
くてもチャレンジを評価します。会社からやれと言わ
れるだけでなく、自ら工夫して実践することが社員の
働きがい、生きがいにつながると考えています。

人財強化への取組み ～社員エンゲージメント向上、D&I推進～3

基盤　サステナビリティP.72

Planetary HealthP.73-78

中期経営計画（2022-2025)のめざす姿と基本戦略・基盤P.37

基本戦略①Value 価値の創造P.40

基本戦略②Transformation 事業の変革P.41

基本戦略③Synergy グループシナジーの発揮P.42
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CEO MESSAGE
グループCEOメッセージ

MS&ADのめざす未来
ステークホルダーと創る未来：2030年にめざす「レジリエントでサステナブルな社会」とはどのような社会か

結び

レジリエントな社会とは、「予期せぬ出来事の被害
を最小限に抑え、新しい環境に適応し、再び発展でき
る社会」、サステナブルな社会とは「経済と環境、社会
のバランスが保たれ、地球環境や社会システムが将
来にわたって持続し得る社会」を意味します。
こうした社会の実現にはテクノロジーの進展が不
可欠だと思います。
パリ協定の目標である気温上昇を1.5度以内に抑

えるというシナリオは難しいという人もいますが、水
素エンジン、アンモニア、再生エネルギー等のテクノ

ロジーの進歩が可能にすると考えています。保険に
は、リスクを引き受けることでテクノロジーの進歩を
早める効果があります。
多くのステークホルダーとともにテクノロジーの
進歩、社会課題の解決に貢献していきたいと考えて
います。
そしてレジリエントでサステナブルな社会をめざ
す上で、当社自身もレジリエントでサステナブルで
ある必要があります。昨今、パンデミックや地政学リ
スクなどさまざまなリスク事象が現実のものとなり

ました。AIや5G、6Gなどさまざまな技術が急速に
進展しています。また、5年10年先には空飛ぶ車の
実用化や月旅行の実現など、社会が大きく変わって
いくと思います。我々のビジネスもそれに対応して大
きく変わります。
そのためにも、予知能力を高め、新たなリスクに

対する商品サービスの開発を行っていきます。
また、環境変化に柔軟に対応していくために、更
に生産性をあげ、体質面の強化を図るとともに、リス
ク管理を強化し、より良質なポートフォリオを作り
上げていきます。

当社グループでは、グループ誕生以来、「グローバ
ルな保険・金融サービス事業を通じて安心・安全を
提供し、活力ある社会の発展と地球の健やかな未来
を支える」ことをミッションに掲げてきました。昨今、
パーパス経営を掲げる企業が増えてきましたが、当
社グループではその概念を先取りして実践してきた
と考えています。中期経営計画（2022-2025）は、社
会課題に向き合い、お客さまに安心と安全を提供す
る価値創造ストーリーをベースに、「ミッション」の
実現をめざしていきます。
複雑化・多様化する社会課題の解決には、CSVに

対する意識と、多様性をベースにした高い想像力が
必要です。当社グループの強みである社員のCSVに
対する高い意識とグループの多様性を活かしたイノ
ベーションの発揮によって多くの社会課題の解決
に貢献し、多くのステークホルダーの皆さまととも
に未来へ向けて進んでいきます。
今後も、投資家の皆さまをはじめ、さまざまなス

テークホルダーの皆さまのご期待に応えられるよ
う、引き続き尽力していきますので、変わらぬご支援
をよろしくお願い申し上げます。社員のエンゲージメント向上

戦略を実現する上で、「社員のエンゲージメント向
上」は、全ての取組みの礎になると考えています。
CSVの実現には、イノベーティブな発想や取組み

とともに、日々の業務の着実な積重ねが重要です。
グループの持続的な成長のためには、会社と社員
がベクトルを合わせ、ともに歩みを進める必要があ
ります。そのためには、会社のめざす方向に社員が
共感することが重要です。ミッションやCSVへの理
解を進めて、社員のやりがい・働きがいの向上につ
なげていきます。
当社グループでは、CSVの意識が浸透したことで、
社会課題の解決と会社の成長が結びつくことが理解
されてきました。そしてCSVを進めることで、社員が
働きがいを持って、いきいきと前向きに働き、エン
ゲージメントの向上にもつながればベストであると
考えます。

社員のエンゲージメントの向上策の１つとして、今
年度より、新たに約4万人のグループ全社員を対象と
して、株式インセンティブ制度を導入しました。資産
形成の契機として社員に自社株式を交付します。これ
によって中期経営計画（2022-2025）の目標達成と
社員のめざす方向性を一致させ、企業価値向上への
意識を高める制度です。
また、社員にとって魅力ある職場環境の整備にも
力を入れます。ポストチャレンジや兼業・副業などに
より、社員の自律的なキャリア形成をサポートしま
す。そして、全ての社員が自身の力を思う存分発揮で
きるよう心理的安全性の確保やハラスメントの撲滅
にもしっかり取り組んでいきます。

D&I推進

レジリエントでサステナブルな社会を支えるグ
ループになるため、人財の多様化にも力を入れま

す。D&Iを推進し、意思決定層の多様化や、多彩な
意見・アイデアが溢れる企業文化を醸成します。具
体的には、現状17.5%の女性管理職比率は、2030
年度末までに30％へ、10.5%の女性ライン長比率も
15％まで引き上げ、更なる多様性の発揮に取り組み
ます。中途採用も積極的に進めており、管理職に占
める中途採用者の比率は22.1％まで高まっていま
す。更に、最近は新型コロナウイルスの影響で減少し
ているものの、外国人の留学生採用も積極的に取り
組んできました。
また、社員には、保険以外の異業種の方との交流
を大切にしてもらいたいと思っています。スピード感
や考え方の異なる他業界の方々のさまざまな話を
聞くことで、刺激を受け、多様性を高めていく必要が
あると考えています。

求める人財像

中期経営計画（2022-2025）の戦略を実現するた
めに当社グループは、データに感度のある人財、ビ
ジネスの感度の高い人財、情報をうまく使って解決
に結び付ける人財などを求めています。外部人財の
中途採用強化とともに、当社グループのビジネスを

十分理解した内部人財の育成を進めます。
また、データサイエンティスト、アクチュアリー、資
産運用、経理、デジタル等の専門人財の強化にも取
り組み、さまざまなソリューションの引出しを増やし
ていきたいと考えています。
当社のバリュー、即ち仕事を行う上で大切にする
価値観は、「お客さま第一」、「誠実」、「チームワー
ク」、「革新」、「プロフェッショナリズム」の5つです。
状況によって求められるバリューが異なります。例
えば大きな災害があればお客さま第一やチーム
ワークが求められますが、今、特に求められている
のは、革新、イノベーションです。従来の枠組みでは
なく、自由なひらめき、一歩前に踏み出していくこと
が求められます。多様性を求めながら、いかにイノ
ベーションを発揮していくかが重要です。
従来のビジネスのみでなく、新しいビジネスを作っ

ていくためのチャレンジが重要で、仮にうまくいかな
くてもチャレンジを評価します。会社からやれと言わ
れるだけでなく、自ら工夫して実践することが社員の
働きがい、生きがいにつながると考えています。

基盤　人財戦略P.85-88
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