
社外 45% 社外 50% 女性 27% 女性 50%

当社グループは、2018年度からSDGsを道標とし、多様
な社会課題から生じるリスクへの解決策を提供することで
当社グループも成長するという、CSVの考え方を経営の基
盤において取り組んできました。今年度からスタートした中
期経営計画（2022-2025）においても、「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」こと
をめざし、「保険」自体を変革していきたいと考えています。
保険の変革、即ちイノベーションを生み出していくには、

まずは人財の多様性を高めることが重要です。性別、国籍・
人種、世代、LGBTQ、あるいは宗教の異なる人たちが持つ
多様な価値観や視点を経営に活かすことがグループの成
長につながります。
多様性は特に意思決定の場において担保されているこ

とが大切です。当社の取締役会は、社外役員が47%を占め、
女性役員も全体の1/3で、外国籍の取締役を含む、多様性
に富んだメンバーで構成されています。2021年度の取締役
会では、中期経営計画（2022-2025）の方向性についての
議論に多くの時間を費やしましたが、特に、前中期経営計
画からの継続課題である資本政策や海外事業戦略、中長
期の成長に欠かせないデジタルトランスフォーメーション、
グリーントランスフォーメーションの推進やサステナビリ
ティ経営などに関し、活発な議論を行いました。こうした議
論をリードしたのは、多様なバックグラウンドを持つ社外
役員で、その経験や知見によって、さまざまな視点から建設
的な議論を行うことができたと感じています。社外の視点
の活用、多様性の確保により、当社の取締役会の実効性
は、着実に高まっていると考えています。今後も多様な経験
や視点を持つメンバーが、自由に活発な議論ができる場を
作り、成長を着実に促進するガバナンス態勢の強化を図っ
ていきたいと考えています。これまで築いてきたガバナンス

態勢を進化させながら、デジタル技術を活用したCSV経営
をグローバルに展開することで競争力を強化し、中長期的
な企業価値向上につなげていきます。
イノベーションを創出する上でもう一つの鍵となるのが
人財戦略です。企業価値を向上させるためには、社会課題
を的確に捉え、イノベーティブな発想により、その解決策を
提供できる人財を育成することが重要になります。人財育
成を進める上で大事なことは、正解がはっきりしない現代
において、一つの正解を導き出すことを目的とせず、さまざ
まな人たちの意見を聞きながら、自分の意見を導き出す多
元的な思考を養うトレーニングをすることです。次に、現状
を変えようとする勇気を持つことです。よりよい未来を創造
していくためには、創造力・想像力と欲求が欠かせません。
課題解決に向けて、自ら考え行動・発信し、周囲を巻き込
み、チームワークよく取り組むことができる人財を育成して
いきます。
当社グループは、これからも社会変革に伴う多様なリス

クに向き合い、イノベーションの力によって、その課題解決
に取り組んでいきますが、その根幹にあるのが、ミッショ
ン・ビジョン・バリューです。経営理念そのものであるパー
パス（存在意義）を明確にし、進みたいベクトルを示すこと
が、グループの成長に不可欠だと考えます。価値創造ス
トーリーの実践を通じて、何を実現したいかを示すことが、
社員のエンゲージメントを高め、優秀な人財を引き寄せら
れることにもなります。
2030年に「レジリエントでサステナブルな社会を支える
企業グループ」を実現するためには、このパーパスやビジョ
ンに共感し協働いただけるパートナーを増やしていくこと
が重要です。ステークホルダーの皆さまとともに、持続的な
企業価値向上を実現していきます。

●機関設計：監査役会設置会社
●執行役員制度の導入
●社外取締役の複数名選任
●人事委員会・報酬委員会の
設置

ニューフロンティア2013

2010-2013 2014-2017 2018-2021 2022-2025

グループガバナンス体制
の確立

●取締役会の実効性に関する
分析・評価を実施、結果を公表

●業績連動報酬の導入
●取締役（社外取締役を除く）、
執行役員に株式報酬型ス
トック・オプションを導入
●取締役・監査役の選任基準
（独立性の判断基準を含む）
を公表
●社外取締役を主体とした　
「ガバナンス委員会」を新設
●グループCFO、グループ
CRO等の呼称を新設

●「コーポレートガバナンスに
関する基本方針」の制定・公表

Next Challenge 2017

グループガバナンスの強化

●グループCEOサクセッショ
ンプランの導入
●役員報酬制度の改定　　　
（会社業績連動及び中長期
業績（非財務指標）の評価）

●取締役会メンバーの多様性
の促進
●課題別委員会の再編（サステ
ナビリティ委員会、ERM委
員会、グループ共通化委員会
の発足）
●グループCDO、D&I担当執
行役員の呼称を新設

Vision 2021

コーポレートガバナンス態勢
の向上

●株式交付信託の導入
●自社株式保有ガイドライン
の導入
●取締役会の実効性に関する
分析・評価結果について第
三者機関と意見交換

中期経営計画（2022-2025）

透明性と実効性の高い
コーポレートガバナンス
の実践

中
期
経
営
計
画

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
進
化

女性比率社外役員比率

取締役 監査役

社内 55% 社内 50% 男性 73% 男性 50%

取締役 監査役

女性の
比率アップ

社外役員の
比率アップ

2010年 2022年

0% 33%
（18名中0名） （15名中5名）

2010年 2022年

39% 47%
（18名中7名） （15名中7名）

取締役会における社外取締役・監査役の比率
（2010年7月1日との対比）

取締役会における女性比率
（2010年7月1日との対比）

取締役会長メッセージ コーポレートガバナンス態勢と取組み

取締役会長

コーポレートガバナンスの変遷

取締役・監査役の構成（2022年7月1日現在）

4年以下 29%

4年超～8年以下 71%

社外役員

社外役員の在任期間
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MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社

課題別委員会の概要

（2022年7月1日現在）

当社は、監査役会設置会社として、取締役会が適切に監督機能を発揮するとともに、独任制の監査役が適切に監査機能を
発揮するものとし、双方の機能の強化、積極的な情報開示等を通じ、ガバナンスの向上に取り組んでいます。
取締役会の内部委員会である「人事委員会」及び「報酬委員会」（委員会の過半数及び委員長は社外取締役）並びに「ガバナ
ンス委員会」（社外取締役全員と取締役会長・取締役副会長・取締役社長で構成）を設置し、実効性と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。

● スピークアップ制度の運用状況と今後の改善
● サイバーセキュリティ態勢の確認と強化
● お客さま第一の業務運営の取組状況
● コンプライアンス態勢の状況確認

● 次期中期経営計画におけるＤＸの方向性
● データ活用のグループ連携強化によるシナジー発揮

● 大規模システム開発プロジェクトの状況
● 次世代ＩＴ開発とシステム経費削減取組
● システム障害発生状況と品質対応状況

● 海外事業の位置付けと中長期的な戦略の方向性
● グループガバナンスに関するモニタリング
● 海外での事業投資案件

● 事業管理の高度化について
● グループ内資本の有効活用に向けて
● 気候変動を含めた国内外の自然災害リスクへの対応

※関連事業会社は、MS&ADインターリスク総研、MS&ADビジネスサポート、MS&ADスタッフサービス、MS&ADシステムズ、MS&AD事務サービス、MS&ADグランアシスタンス、
MS&ADアビリティワークス、MS&AD Venturesの8社です。

（注）　　　　内は、取締役会による監督範囲です。

経営管理

選任 選任

報告

会計監査

連携

報告

監査

報告

選任

提言

報告

選任・監督

報告報告

内部監査

 

 

三井住友海上 あいおいニッセイ
同和損保

三井ダイレクト
損保

三井住友海上
あいおい生命

三井住友海上
プライマリー生命

内部監査部門
※取締役会に直属

執行役員

各部門

経営意思決定監督

業務執行

監査役会

監査役会
計
監
査
人

課題別委員会

 ●サステナビリティ委員会
●品質向上・コンプライアンス委員会
●デジタライゼーション推進委員会
●グループシステム委員会
●グループ海外事業委員会
●ERM委員会
●グループ共通化委員会

 
 
 
 
 

直接出資する
関連事業会社※

❶ 取締役会
グループ経営の最高意思決定機関として、グループ経営
上重要な事項の論議・決定を行うとともに、取締役・執行
役員等の職務執行を監督する。
議長：柄澤 康喜
メンバー：社内8名　社外7名／2021年度開催実績12回
（書面開催を除く）
取締役 出席率100%、監査役 出席率100％

❷ 人事委員会
取締役会の委嘱を受け、取締役・監査役の候補者の選任
方針・選任、執行役員の選任、昇格、解任、懲戒、グループ
国内保険会社の取締役・監査役の選任及び解任等につい
て、取締役会に助言する。
委員長：有馬 彰（社外取締役）
メンバー：社内３名　社外5名／2021年度開催実績6回
出席率100%

❸ 報酬委員会
取締役会の委嘱を受け、取締役・執行役員の報酬の決定
方針、報酬の額、取締役の報酬総額の上限、グループ国内
保険会社の役員報酬等の決定方針等について取締役会
に助言する。
委員長：坂東 眞理子（社外取締役）
メンバー：社内３名　社外5名／2021年度開催実績1回
出席率100%

❹ ガバナンス委員会
コーポレートガバナンスの状況や方針･態勢に関する事
項について社外取締役が取締役会長・取締役副会長・取
締役社長と協議し､必要に応じ取締役会に提言する。
委員長：飛松 純一（社外取締役）
メンバー：社内３名　社外5名／2021年度開催実績2回
出席率100％ 

❺ グループ経営会議
経営方針、経営戦略等、会社及びグループ経営に関する
重要な事項について協議する。また、グループ国内保険会
社の重要事項について論議する。
議長：原 典之
メンバー：執行役員、三井ダイレクト損保社長、三井住友
海上あいおい生命社長、三井住友海上プライマリー生命
社長、監査役2名／2021年度開催実績12回
出席率100％

委員会 運営
責任者

開催
実績

（2021年度）

主な審議事項
（2021年度）会長 副会長 社長 専務副社長 監査役

樋口
CFO

田村
CRO

一本木
CDO

津田
CIO・
CISO

樋口
CFO

樋口
CFO
田村
CRO

● ● ● ● ● ● ● 5回

● ● ● ● 5回

● ● ● ● ● ● 4回

● ● 13回

● ● ● ● ● 3回

● ● ● 8回

● ミドル・バック部門の共通化・共同化3 回

サステナビリティ
委員会

品質向上・
コンプライアンス

委員会

デジタライゼー
ション推進委員会

グループシステム
委員会

グループ海外事業
委員会

ERM委員会

樋口
CFO ● ● ●グループ共通化

委員会

社外
取締役

委員会メンバー

ガバナンス委員会4人事委員会2

報酬委員会3

グループ
経営会議5

取締役会1

コーポレートガバナンス態勢

業務執行にかかわる会社経営上の重要事項に関する協議及び関係部門の意見の相互調整を図ることを目的に、課題別委
員会を設置しています。委員会の協議結果は、必要に応じて担当役員が取りまとめ、グループ経営会議、取締役会等に報告
しています。

価値創造に対する課題別委員会のアプローチ

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

内
部
監
査

株主総会

● 次期中期経営計画におけるサステナビリティ取組
● ネットゼロ（温室効果ガス排出実質ゼロ）に向けた取組み
● ＴＣＦＤ提言に基づく気候変動等に係る情報開示
● Ｄ＆Ｉ取組における女性活躍推進の課題と今後の取組み

 

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス

091 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 092INTEGRATED REPORT 2022



取締役に対する
自己評価アンケートの実施と集計 社外取締役会議における意見交換

結果を踏まえ、改善策（機能向上策）を実施

ガバナンス委員会における分析・
評価及び機能向上策のとりまとめ

当社グループでは、グループの成長戦略の実現に向けて多様な視点から論議を行うため、人事委員会にて取締役会の実効
性確保に必要なスキル（知識、経験、能力）について審議し、経営戦略等の重要な事項の判断及び職務執行の監督の観点か
ら、以下のとおりとしました。

①一般的に求められるベースとなるスキル

②当社グループのコア事業が保険事業であり、グローバルな事業展開をしていることを踏まえたスキル

③現在の当社の事業環境を踏まえた、事業変革及び市場が重視している課題への対応に必要なスキル

取締役・監査役・執行役員のスキルマトリックス 取締役会の実効性評価・分析プロセス

● 12項目の質問票（取締役会の役割・責務、運営等に
ついての設問を構成）を事前に配付し、事務局による
インタビュー形式でアンケート※を実施

● 2020年度の取締役会評価でとりまとめた改善策
（2021年度に取り組む機能向上策）に沿って、取締役
会の実効性を向上させるための取組みが実施されて
いるかを中心に回答

●社外取締役会議（社外取締役全員で構成）において、
アンケート結果に基づき、分析・評価のための意見交
換を実施

●ガバナンス委員会（社外取締役全員、取締役会長、取
締役副会長、取締役社長で構成）としての分析・評価
を行い、2022年度更に強化すべき課題を機能向上策
としてとりまとめ

役員

スキル

企業経営 国際性
IT
・

デジタル
サステナ
ビリティ

人事
・

人財育成

法務
・

コンプラ
イアンス

リスク
管理

財務
・
会計

保険事業

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

● ● ●

●

●

● ● ● ●

● ● ●

● ●

●

● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ●

●

●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ● ● ●

●

●

●

●

●

●

●●

●●

●

●

●

●●

柄澤取締役
金杉取締役
原取締役
樋口取締役
福田取締役
白井取締役
坂東社外取締役
有馬社外取締役
飛松社外取締役
カップ社外取締役

神野監査役
須藤監査役
千代田社外監査役
植村社外監査役

石渡社外取締役

田村執行役員
舩曵執行役員
本島執行役員
一本木執行役員
新納執行役員
一栁執行役員
川手執行役員
嶋津執行役員
川辺執行役員

分析・評価のプロセス

今後強化していくべき点

● 次期中期経営計画の策定に向け、当社を取り巻く環境等も踏まえた成長戦略など、中長
期的な企業価値向上に向けた建設的な論議が行われた。論議においては、取締役会以外
の機会（社外役員勉強会等）も積極的に活用された。

● サステナビリティ取組に関して、ＴＣＦＤに沿った報告など、気候変動リスクに関する取
組内容を積極的に開示、発信した。

● 海外事業投資案件を中心に、投資目的やリスクに関して十分な説明が行われ、深度ある
論議・検討が行われている。

● 取締役会は自由闊達な論議ができる雰囲気が醸成されており、重要議案を中心に忌憚の
ない論議が行われている。

● 各種会議がWeb形式となったことで、社外役員間や社内役員と非公式な意見交換を行
うことが難しくなった。社内役員の人物像や考え方を理解するためにも少人数の社内役
員と意見交換できる機会を設ける必要がある。

● 海外子会社の経営陣と社外役員が対話し、海外子会社における潜在的なリスクを把握で
きる機会を拡大する。

● 社外役員が事業会社を見学する機会や、事業会社社員と直接対話する機会を設ける。
● 社外役員が少人数の執行役員と自由に意見交換できる機会を設ける。

早川執行役員
津田執行役員
大和田執行役員
荒川執行役員
鈴木執行役員

コーポレートガバナンス態勢と取組み

企業経営 人事・人財育成

保険事業 国際性

IT・デジタル サステナビリティ

リスク管理 財務・会計

また、監査役については、　　　　　　　を重要なスキルとしています。財務・会計

法務・コンプライアンス

取締役会の実効性に関する分析・評価

当社は執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員のスキルは次のとおりです。

評価結果

※取締役会長、取締役副会長、取締役社長を除く

（注）2021年度の取締役会の実行性に関する分析・評価結果について、第三者機関と意見交換を行っています。その結果については、2022年度の取組みに反映させる予定です。
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議案数
● 一括審議方式の導入等により、一括審議事項を除いた
案件数は減少してきましたが、2021年度は次期中期経
営計画策定に関する議案が付議されたことを主因に前
年度対比増加しました。

● なお、次期中期経営計画策定に関する議案を除くと、決
議事項34件、報告事項75件、全体で109件となり、前年
度対比で減少しています。

● また、取締役会付議基準の見直しにより、重要な案件に
十分な時間を確保する取組みが進んでいます。

取締役会で議論された主な議題
● 中期経営計画（2022-2025）
● 海外事業の報告
● 事業投資関連
● 事業費削減（コンバインド・レシオ対策）
● 課題別委員会実施報告

基本方針
● 当社グループのガバナンス強化及び中長期的な企業価値向上を目的とします。
● 会社業績と連動し、持続的な成長への適切なインセンティブとなる役員報酬制度とします。
● グローバル企業として競争力のある報酬水準とします。

報酬の決定プロセス
取締役の報酬等
● 透明性を確保するため、社外取締役が過半数を占める報酬委員会における審議を経た上で、取締役会の決議により、株主
総会の決議により定められた金額の範囲内で決定します。

● 報酬委員会は、取締役の報酬等の額及び役員報酬等の決定に関する方針等について取締役会に助言します。
● 取締役会は、報酬委員会の助言を最大限尊重します。また、報酬等の額は、取締役会で決議した報酬体系に沿っているこ
とを確認した上で決定します。

監査役の報酬等
● 株主総会の決議により定められた金額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及
び水準等を考慮し、監査役の協議により決定します。

報酬の構成
● 固定報酬は役位別に定めており、業績連動報酬は会社業績を踏まえて決定します。

株式報酬の内容
● 株式報酬は、譲渡制限付株式による支給とし、原則として役員退任時に譲渡制限を解除します。
● 在任中の不正行為等が明らかになった場合は、譲渡制限付株式について、譲渡制限期間中の無償取得を行い、又は譲渡
制限解除後の返還を行わせることとします（マルス・クローバック条項）。

● 役員報酬の標準的な構成比率は、役位に応じて次のとおりです。
取締役社長：
業績連動報酬の比率を他の役位以上とする構成としています。

固定報酬
業績連動報酬

取締役（社外取締役を除く） ●

社外取締役 ●　

監査役 ●

金銭報酬

●

ー

ー

株式報酬

●

ー

ー

固定報酬 業績連動報酬
金銭報酬

業績連動報酬
株式報酬

25％25％50％

その他の役位：
役位に応じて固定報酬、業績連動報酬の割合が異なる構成として
います。

約20％約60％～約70％
固定報酬 業績連動報酬

金銭報酬
業績連動報酬
株式報酬
約10％
 ～約20％

（標準割合） （標準割合）

取締役会の運営改善に向けた取組状況 ガバナンス強化を目的とした役員報酬制度

コーポレートガバナンス態勢と取組み

● 当社グループのサイバーセキュリティ態勢
● 2021年度の国内自然災害・米国風水災リスク量見込、
再保険更改内容及び取組課題

● ロシア・ウクライナ情勢の影響
●  資本政策（株主還元）  　　　　　　　　　　　　など

平均審議時間
● 議案1件当たりの平均審議時間は増加しています。これ
は議案の絞り込み等によって、質の高い論議がなされて
いることによるものと考えています。

● 重要議事の審議時間を十分確保するため、定例報告議
案等は、議案資料のサマリーを作成し、必要に応じて説
明する運営を導入しました。
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a.質疑のあった議案
b.事前質問や各社経営会議体の論議を披露した議案
c. a.又はb.いずれかのあった議案

（年度）
0
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4
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2019

153.9

8.11

2016

107.6

5.67

2017

129.6

6.83

2018

143.5

7.56

2020

7.79

147.8

2021

9.26

175.7

2015年度を100とした場合の上昇率平均審議時間

事前質問や質疑等の有無
● 質疑のあった議案又は事前質問等の披露を行った議案
数の割合は2015年度から増加しているものの、2021年
度は50%と前年度対比で若干減少しました。

● 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年度
も全ての取締役会をWeb会議形式で実施しました。な
お、密にならない範囲で一部の社外役員が対面で参加
する方式を導入し、論議の活発化を図りました。
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業績連動報酬に係る業績指標等
● 業績連動報酬は会社業績と連動し、財務指標と非財務指標をもとに決定します。
● 財務指標と非財務指標は、グループ中期経営計画「Vision 2021」を踏まえて選定したものであり、指標の内容及び選定
理由は以下のとおりです。

役員報酬（2021年度）の実績
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び支給対象となる役員の員数

● 業績連動報酬の算定における財務指標と非財務指標の割合は、「50：50」を標準としています。
● 適用係数は標準1.0に対して財務指標は0～3.0、非財務指標は0.5～1.5の幅で変動します。
● 業績連動報酬は、金銭報酬、株式報酬それぞれについて、役位別基準額をもとに、以下のとおり算定します。

金銭報酬：役位別基準額×会社業績係数（財務指標×80％+非財務指標×20％）

株式報酬：役位別基準額×会社業績係数（財務指標×20％+非財務指標×80％）
● 金銭報酬は、財務指標の割合を非財務指標より高くすることにより、単年度の業績を、より反映する構成としています。
● 株式報酬は、非財務指標の割合を財務指標より高くすることにより、中長期的な企業価値向上に寄与する取組みの評価を、
より反映する構成としています。

以下の観点等を踏まえた評価の結果、標準並みの評価とな
りました。
● 新たなリスクやビジネスに対応した商品・サービスの開発・
提供

● 事故防止や安全運転に資する商品・サービスの開発・提供
● お客さま満足度　　　　　　　　　　　　　　　　　　

など

以下の観点等を踏まえた評価の結果、標準並みの評価とな
りました。
● グループ各社のノウハウを活用したシナジー取組の推進
  （商品、損害サービス等）
● デジタライゼーション取組の進展
● ポートフォリオ変革　　　　　　　　　　　　　　　　

など

● グループ修正利益
● 連結当期純利益
● グループ修正ROE

グループ中期経営計画「Vision 2021」において、グルー
プ修正利益及びグループ修正ROEの数値目標を掲げて
いること、また、連結当期純利益がグループの重要な業
績指標であることを踏まえ選定したものです。

● 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

「Vision 2021」において、左記３項目を「重点戦略」と
しているため、非財務指標の評価項目に選定したもの
です。

● サステナビリティ重点課題
・新しいリスクに対処する
・事故のない快適なモビリティ社会を作る
・レジリエントなまちづくりに取り組む
・「元気で長生き」を支える
・気候変動の緩和と適応に貢献する
・自然資本の持続可能性向上に取り組む
・「誰一人取り残さない」を支援する
● 社会の信頼に応える品質
● 社員がいきいきと活躍できる経営基盤

「Vision 2021」において、「サステナビリティ重点課題」
を掲げ、「社会の信頼に応える品質」と「社員がいきいき
と活躍できる経営基盤」とともに、社会との共通価値を
創造していくため、非財務指標の評価項目に選定した
ものです。

コーポレートガバナンス態勢と取組み

評価項目 選定理由

非財務指標
（中長期業績）

サステナ
ビリティ

重点戦略

財務指標
（単年度業績）

財務指標（2021年度）

実績値 計画 計画比

3,471億円 3,155億円 110.0％

2,627億円 2,321億円 113.2％

9.5％ 8.5％ +1.0ポイント

非財務指標（2021年度）

評価項目 評価の結果

サステナ
ビリティ

重点戦略

グループ
修正利益

連結当期
純利益

グループ
修正ROE

役員区分 員数 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

固定報酬
業績連動報酬

金銭報酬 株式報酬
取締役（社外取締役を除く） 8名 330 182 78 69
監査役（社外監査役を除く） 3名 56 56 ー ー

社外役員 6名 81 81 ー ー

氏名 役員区分 会社区分 連結報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

固定報酬
業績連動報酬

金銭報酬 株式報酬

柄澤 康喜
取締役 当社

123
55 31 30

取締役 三井住友海上 6 ー ー

金杉 恭三
取締役 当社

122
24 11 10

取締役 あいおいニッセイ同和損保 40 18 17

原 典之
取締役 当社

133
28 14 13

取締役 三井住友海上 38 18 19

グループの経営理念（ミッション）・経営ビジョン・行動
指針（バリュー）を体現し、社会との共通価値の創造
（CSV:Creating Shared Value）の実現に高い価値観
を有している 
将来ビジョンの構想力、構築力を備えている
公平・公正さを備えている
人財育成力を有している
リーダーシップが発揮できる
グローバルな対応力を有している
グループベストを行動の基本としている

●CEOは複数の候補者に優先順位を付け、人事
委員会に推薦します。

●候補者には当社グループ内出身者に加え、当
社グループ外の人財も含めることができます。

●人事委員会はCEOからの候補者推薦を受け
て、審議を行います。

●社外取締役は、別の候補者を推薦することが
できます。

●人事委員会は取締役会に助言を行い、取締役
会の決議により決定します。

CEO候補者の育成計画
● CEOは多くの候補者を育成することを自身の重要な役
割と位置付け、候補者（当社グループ内出身者）には必
要に応じて以下の経験を積ませることとします。
・複数部門（管理・業務・国際・営業・損害サービス・システム 等）
・国内事業会社、海外子会社の経営

CEOの解任プロセス
● 社外取締役は、CEOが執行役員規程に定める禁止事項
に該当した場合（会社法その他の法令又は会社の規程
に定める義務に違反すること等）や、健康上やその他の
理由により職務を適正に継続することが難しいと判断
される場合等、解任に関する論議が必要と判断した場
合には、自らの発議によりCEO以外の人事委員会委員
と審議します。その審議結果に基づき、会社法及び社内
規程に則り、必要な手続を行います。

● 社外取締役以外の取締役は取締役会規程に基づき取締
役会を招集請求の上、株主総会における取締役解任議
案の提出を求めることができます。

CEOによる
推薦

人事委員会の
審議

取締役会の決議

CEOの選任基準

（単位：百万円）

（単位：百万円）連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

● グループの持続的成長と企業価値向上をめざすため、グループCEO（以下「CEO」）の選解任及び後継者の育成を経営の重要
課題の一つと位置付け、サクセッションプランを定めています。

サクセッションプラン

CEOの選任プロセス
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Corporate GovernanceCORPORATE GOVERNANCE

役員紹介

(2022年7月1日現在、ただし所有する当社株式の数は2022年3月末現在)

柄澤 康喜

取締役会長・会長執行役員

取締役

原 典之

代表取締役・社長執行役員

取締役

福田 真人

取締役・執行役員

取締役

有馬 彰

社外取締役（独立役員）

取締役

Rochelle Kopp

社外取締役（独立役員）

（ロッシェル・カップ）

取締役

石渡 明美

社外取締役（独立役員）

取締役

坂東 眞理子

社外取締役（独立役員）

取締役

金杉 恭三

代表取締役・副会長執行役員

取締役

白井 祐介

取締役・執行役員

取締役

須藤 敦子

監査役（常勤）

監査役

千代田 邦夫

社外監査役（独立役員）

監査役

植村 京子

社外監査役（独立役員）

監査役

神野 秀磨

監査役（常勤）

監査役

樋口 哲司 

代表取締役・副社長執行役員

取締役

飛松 純一

社外取締役（独立役員）

取締役
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取締役

新任

新任

監査役

柄澤 康喜 所有する当社株式の数：46,046株
重要な兼職の状況
なし
生年月日：1950年10月27日生
略歴
1975年4月住友海上火災保険株式会社入社。
経営企画、営業、広報、財務企画などの業務経
験を有する。2020年6月より現職。 

1969年 7月
1985年10月
1989年 7月
1994年 7月
1995年 4月
1998年 6月
2001年 1月
2003年10月
2007年 4月
2014年 4月
2016年 7月
2017年 6月

総理府入府
内閣総理大臣官房参事官・内閣審議官
総務庁統計局消費統計課長
内閣総理大臣官房男女共同参画室長
埼玉県副知事
在オーストラリア連邦ブリスベン日本国総領事
内閣府男女共同参画局長
学校法人昭和女子大学理事
昭和女子大学学長
学校法人昭和女子大学理事長（現職）
昭和女子大学総長（現職）
当社取締役（現職）

1973年 4月
2002年 6月
2003年 4月
2005年 6月

2007年 6月

2010年 6月
2015年 6月
2017年 6月
2018年 6月

2021年 6月

日本電信電話公社入社
東日本電信電話株式会社取締役企画部長
同社取締役経営企画部長
日本電信電話株式会社取締役
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役副社長
ネットビジネス事業本部長
同社代表取締役社長
同社取締役相談役
同社相談役
当社取締役(現職）
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
シニアアドバイザー

取締役会長
会長執行役員

金杉 恭三 所有する当社株式の数：53,691株
重要な兼職の状況
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
取締役会長
生年月日：1956年5月29日生
略歴
1979年4月大東京火災海上保険株式会社入
社。人事、営業、経営企画、統合推進などの業務
経験を有する。2020年6月より現職。

代表取締役
取締役副会長
副会長執行役員

原 典之 所有する当社株式の数：45,246株
重要な兼職の状況
三井住友海上火災保険株式会社
取締役会長 会長執行役員
生年月日：1955年7月21日生
略歴
1978年4月大正海上火災保険株式会社入社。
マーケット開発、営業、商品業務、経営企画など
の業務経験を有する。2020年6月より現職。

代表取締役
取締役社長
社長執行役員

樋口 哲司 所有する当社株式の数：18,307株
重要な兼職の状況
なし
生年月日：1961年6月24日生
略歴
1984年4月住友海上火災保険株式会社入社。
営業、商品業務、人事、経営企画などの業務経
験を有する。2021年4月より現職。

代表取締役
副社長執行役員

神野 秀磨 所有する当社株式の数：15,732株
重要な兼職の状況
なし
生年月日：1960年8月1日生

執行役員

監査役（常勤）

福田 真人 所有する当社株式の数：21,387株
重要な兼職の状況
三井住友海上火災保険株式会社
取締役 副社長執行役員
生年月日：1958年6月23日生
略歴
1981年4月大正海上火災保険株式会社入社。
営業、人事、コンプライアンス、企業品質管理な
どの業務経験を有する。2020年6月より現職。

取締役
執行役員

白井 祐介 所有する当社株式の数：8,195株
重要な兼職の状況
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
取締役 常務執行役員
生年月日：1964年6月13日生
略歴
1988年４月大東京火災海上保険株式会社入
社。経営企画、コンプライアンスなどの業務経
験を有する。2022年6月より現職。

取締役
執行役員

坂東 眞理子 出席状況：取締役会12回中12回（100％）
所有する当社株式の数：5,700株
選任理由と期待される役割
内閣府男女共同参画局長、昭和女子大学学長
等を歴任。行政・教育分野、ダイバーシティ推進
に関する豊富な知見や経験を有しており、ダイ
バーシティ推進等について、経営の監督と経営
全般への助言を期待しています。
重要な兼職の状況
学校法人昭和女子大学理事長
昭和女子大学総長
株式会社三菱総合研究所取締役（社外取締役）
生年月日：1946年8月17日生

社外取締役
報酬委員会委員長

有馬 彰 出席状況：取締役会12回中12回（100％）
所有する当社株式の数：1,300株
選任理由と期待される役割
日本電信電話株式会社取締役、エヌ・ティ・
ティ・コミュニケーションズ株式会社代表取締
役社長等を歴任。情報通信事業に関する豊富
な知見や経営者としての経験を有しており、
DX推進やグローバル経営について、経営の監
督と経営全般への助言を期待しています。
重要な兼職の状況
なし
生年月日：1949年8月25日生

社外取締役
人事委員会委員長

1998年 4月

2004年 6月
2010年 4月
2016年 7月
2018年 6月

弁護士登録
森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)弁護士
ニューヨーク州弁護士登録
東京大学大学院法学政治学研究科准教授
飛松法律事務所（現 外苑法律事務所)弁護士（現職）
当社取締役（現職）

1986年 6月
1987年 6月

1988年 8月

1992年10月

1994年 7月

2015年 1月

2019年 4月
2020年 6月

ZS Associates,Inc. ビジネスアナリスト
同社シニア・ビジネスアナリスト
安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社）
国際広報スペシャリスト
IPC Group, Inc. コンサルタント
Japan Intercultural Consulting マネージングプリンシパル
（社長）（現職）
ビジネス・ブレークスルー大学グローバル・リーダーシップ
コース教授
北九州市立大学外国語学部教授
当社取締役（現職）

飛松 純一 出席状況：取締役会12回中12回（100％）
所有する当社株式の数：0株
選任理由と期待される役割
弁護士として海外を含む企業法務全般に関す
る豊富な知見や経験を有しており、当社グルー
プの経営の健全性確保について、経営の監督と
経営全般への助言を期待しています。
重要な兼職の状況
外苑法律事務所弁護士
株式会社アマナ取締役（社外取締役)
株式会社エーアイ取締役（社外取締役（監査等
委員））
株式会社キャンディル取締役（社外取締役（監
査等委員））
生年月日：1972年8月15日生

社外取締役
ガバナンス委員会委員長

Rochelle Kopp
出席状況：取締役会12回中12回（100％）
所有する当社株式の数：0株
選任理由と期待される役割
異文化コミュニケーションに関する豊富な知見
や経営コンサルタントとしての経験を有してお
り、当社グループのグローバル展開について、
経営の監督と経営全般への助言を期待してい
ます。
重要な兼職の状況
Japan Intercultural Consulting
マネージングプリンシパル（社長）
株式会社ライトワークス取締役(社外取締役）
生年月日：1964年6月29日生

社外取締役

より詳細な情報は、当社オフィシャルWebサイトをご覧ください。
●コーポレートガバナンス（https://www.ms-ad-hd.com/ja/group/value/corporate.html）
●コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方　●コーポレートガバナンス態勢の概要　●監督のしくみ（取締役会）　●社外取締役・社外監査役へのサポート体制　
●監査について　●指名・報酬について　●報酬委員会　●取締役候補・監査役候補の選任基準および社外役員の独立性判断基準について　●社外取締役・社外監査役の選任理由等

須藤 敦子 所有する当社株式の数：5,879株
重要な兼職の状況
なし
生年月日：1967年5月21日生監査役（常勤）

1990年 4月
2020年 4月
2021年 4月
2021年 6月

大東京火災海上保険株式会社入社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社理事経理部長
同社顧問
当社監査役（現職）

1985年 4月
2015年 4月
2019年 4月
2019年 6月

住友海上火災保険株式会社入社
当社執行役員リスク管理部長
執行役員
当社監査役（現職）

会長執行役員 柄澤 康喜

執行役員 舩曵 真一郎／経営全般補佐
本島 なおみ／ダイバーシティ＆インクルージョン
福田 真人／販売

一本木 真史／デジタルイノベーション部、グループCDO（DX推進）

新納 啓介／経営全般補佐
一栁 若菜／損害サービス

川手 環／海外事業

嶋津 智幸／経営全般補佐
川辺 寿也／人事・総務部長

白井 祐介／経営全般補佐
早川 琢磨／資産運用、金融サービス事業

津田 卓也／

大和田 博義／総合企画部長

荒川 裕司／商品・再保険

鈴木 啓司／リスク管理部長

副会長執行役員 金杉 恭三

社長執行役員 グループCEO 原 典之

副社長執行役員 グループCFO 樋口 哲司

植村 京子 出席状況
取締役会12回中12回（100％）
監査役会11回中11回（100％）
所有する当社株式の数：500株
選任理由
法律の専門家として、裁判官、弁護士等を歴任
され、取締役会などにおいてもその知識や経験
に基づいた発言や提言等を行うことにより経営
の監督機能を果たしているため。
重要な兼職の状況
深山・小金丸法律会計事務所弁護士
ソフトバンク株式会社取締役（社外取締役）
マブチモーター株式会社取締役
（社外取締役（監査等委員））
生年月日：1961年7月22日生

社外監査役（非常勤）

1994年 4月
2004年 4月
2005年 4月
2008年 4月
2017年 6月
2018年10月

大阪地方裁判所判事補
静岡家庭裁判所沼津支部判事
横浜地方裁判所判事
弁護士登録  LM法律事務所弁護士
当社監査役（現職）
深山・小金丸法律会計事務所弁護士（現職）

千代田 邦夫 出席状況
取締役会12回中12回（100％）
監査役会11回中11回（100％）
所有する当社株式の数：5,200株
選任理由
会計・監査の専門家として、大学教授、公的機関
の委員等を歴任され、取締役会などにおいても
会計及び監査に関する発言や提言等を行うこと
により経営の監督機能を果たしているため。
重要な兼職の状況
寺崎電気産業株式会社取締役
（社外取締役（監査等委員））
星和電機株式会社取締役
（社外取締役（監査等委員））
生年月日：1944年1月2日生

社外監査役（非常勤）

1971年 5月
1976年 4月
1984年 4月
1999年 4月
2009年 4月
2012年 4月
2013年 4月
2016年 6月

公認会計士登録
立命館大学経営学部助教授
同大学経営学部教授
同大学経営学部長・理事
熊本学園大学大学院会計専門職研究科教授
早稲田大学大学院会計研究科教授
公認会計士・監査審査会会長
当社監査役（現職）

総合企画部、デジタルイノベーション部副担当、グローバル事業開発部、広報・ＩＲ部、
国際管理部、海外生保事業部、監査部（※）、資本政策、サステナビリティ

※監査部については、樋口副社長執行役員は田村専務執行役員の監査部以外の担当
業務に対する業務を所管する。

専務執行役員 グループCRO 田村 悟
人事・総務部、経理部、コンプライアンス部、リスク管理部、監査部

データマネジメント部、IT企画部、事務・システム、グループCIO（IT推進）、
グループCISO（情報セキュリティ）

石渡 明美 所有する当社株式の数：0株
選任理由と期待される役割
花王株式会社執行役員として、サステナビリ
ティに関する豊富な知見や広報・コーポレート
ブランディングの経験を有しており、幅広い視
点から経営の監督と経営全般への助言を期待
しています。
重要な兼職の状況
なし
生年月日：1960年8月23日生

社外取締役

1983年 4月
1985年12月
2003年 3月
2005年12月
2010年 3月
2015年 3月
2021年 1月
2022年 1月
2022年 6月

ブリストル・マイヤーズ株式会社入社
花王株式会社入社 花王生活科学研究所配属
同社ハウスホールド事業本部商品開発マネジャー
同社生活者研究センター室長
同社生活者研究センターセンター長
同社執行役員コーポレートコミュニケーション部門統括
同社エグゼクティブ・フェロー
同社特命フェロー（現職）
当社取締役（現職）
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MS&AD インシュアランスグループ(以下「MS&AD」）
の取締役会では毎回、社外役員を中心に活発な議論が行
われています。これを可能としている背景の一つが取締役
会メンバーの多様性です。MS&ADの取締役会は、異なる
バックグラウンドを持つ社外取締役や社外監査役がメン
バーの約半分の47%を占めており、さまざまな視点から質
問や意見が出されます。私自身もほかの方の発言に大いに
刺激を受けています。このように活発な議論が行われた上
で経営方針が決定されていることはすばらしいことであ
り、D&Iが効果的に機能していると実感しています。

こうした活発な議論を可能としているもう一つの背景に
は、取締役会議長が、メンバー全員を尊重し、発言していな
い人にも発言機会を与え、さまざまな意見が出るような雰
囲気を作るインクルーシブ（包摂的な）リーダーシップを
実践できていることにあります。例えば、先日の取締役会
で、私が珍しく特に発言せずにいたところ、議長から「カッ
プさん何かありますか？」と発言を促されました。これは普
段の私の質問が大事にされているということであり、会社
のトップマネジメントにそういう意識があることを、私は非
常に高く評価しています。

当社の取締役会についてどのように評価されていますか。Q.1

今年度からスタートした中期経営計画（2022-2025）はどのように評価されていますか。Q.2
当社グループが取り組むべき重要な課題と戦略につい

て的確にまとめられており、新しい方針や取組みを、社内
外にわかりやすく伝えることができる非常によい計画に
なったと思っています。基本戦略であるValue（価値の創
造）、Transformation（事業の変革）、Synergy（グループ
シナジー）は、どれも大変重要なものです。「Value戦略」
は、中期経営計画「Vision 2021」で進めてきたMS&AD 
Value戦略の推進による成長、火災保険の黒字化や海外
事業の利益拡大などですが、これらを継続し、着実に企業
価値を高めていくことが重要です。また、海外拠点間や、国
内事業会社と海外拠点の間でのノウハウやスキルの共有・
相互活用、国内の事業会社のワンプラットフォーム化によ
る効率化推進などを行う「Synergy戦略」、ポートフォリオ
分散によって事業基盤を強化する「Transformation戦
略」を進めていくことが、MS&ADの更なる発展につなが
ると思います。
社会環境は大変速いスピードで変化しており、ロシア・

ウクライナ問題のように、これまでは予想もしなかったこ
とが、今後も次 と々発生するものと思われます。その中で保
険会社は社会インフラとして、環境変化に柔軟に応じなが
ら、これから起きる可能性のある事態をいち早く想定し、
社会にどういうニーズが生まれるか、さまざまな技術の活
用によってどんなことが可能になるのか等を考え、一般の
人が気づいていないリスクや機会等を積極的に伝え、解決
策を提供するという役割を担うことが、大変重要になって
くると思います。
その観点で、米国シリコンバレーに設立した社外ベン
チャーへの投資を行うMS&AD Venturesの活躍に期待
しています。MS&AD Venturesでは、多くの日本企業にあ
りがちな投資決定の遅れがなく、案件に対して素早く動い
て実績を作ってきました。その評判がシリコンバレー社会
に浸透し、その結果、よい案件がまた持ち込まれるという
好循環になっていることを高く評価しています。また、多く
の日本企業はシリコンバレーで得た情報を親会社に展開

社外取締役メッセージ

Rochelle Kopp（ロッシェル・カップ）
社外取締役（独立役員）

海外事業の成長戦略についてはどのようにお考えでしょうか。Q.3

人財戦略についてどのようにお考えですか。Q.4

これからのMS＆ADに期待することは？Q.5

海外事業の中では、中間所得層の拡大が見込まれるア
ジア事業に大きな期待を持っています。MS＆ADはタイ、シ
ンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナムなどで成功
し、カンボジアやミャンマーなど、ASEAN各地に展開して
います。アジアで長い歴史を持ち、経験や知識を積み重ね
てきましたが、これが強みとなり、今後もこの地域での大き
な成長機会につながると思いますし、また、この経験が将
来、その他の新興国での展開にも生きてくると思います。
MS Amlinについては、買収したタイミングが悪く、英国

の欧州連合からの離脱など、その後の市場の変化の影響
などもあり大きく収益性を低下させてしまっていますが、
大事なことは、過去の教訓を生かしつつ、もう一度立ち上
がって前進することです。自然災害はこれからも巨大化、
頻発化することが予想されますので、MS&ADグループ全
体の知恵を活かしながら、保険引受を厳選していくことが
大事だと思います。MS Amlinでは、人事が刷新され、非常
に優秀な経営陣が就任していますので、彼らの活躍に期
待しています。

人財は会社にとって最も大事な資産の一つであり、変化
する事業環境の中で、生産性を高めグループの成長戦略
を実現するには、人的資源がうまく活用されることが大変
重要です。
中期経営計画に掲げる「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課題を解決していく」ことを実現す
るためには、デジタルトランスフォーメーションスキルとそ
れを活かすビジネススキルの両方の強化が必要です。それ
には、社員一人ひとりが、柔軟性と好奇心を持ち、新しいス
キルを身に付けるリスキリングを実践するとともに、会社
も社員が絶えず学ぶ姿勢を奨励することがとても大切に
なります。

また、D&Iの推進も必要です。MS&ADでは継続的に力
を入れて取り組んできており、女性管理職比率の上昇など
着実に成果があがっています。より重要なことは、性別や
肌の色や出身等の表面的な多様性ではなく、思想の多様
性の確保です。その実現のためには、さまざまな専門知識
や背景を持った人財を集め、相互に尊重し合うような雰囲
気を作り、いろいろな考え方を持つ人がともに働くことが
最も効果的です。同時に企業文化を活かすことも重要で
す。MS&ADは、物事を誠実に行うことを大切にする企業
文化を持っており、私はそれを大変高く評価しています。こ
れからもそういうよい部分を是非大事にしていってほしい
と思います。

MS&ADでは会社がめざすミッション、ビジョン、バ
リューに対する社員の理解度が、国内海外ともに９割を超
えていますが、これは大きな強みです。特に、海外で勤務す
る社員の理解度が、国内と比べても高いことは印象的だと
思います。一方、MS&ADは大きな組織ですので、グループ
内の他部署の貴重なアイデアや取組みを知らないというこ

とが発生する可能性があります。サステナビリティコンテス
トなどでの情報交換に加え、デジタル上で交流できるプ
ラットフォームの構築などを行い、グループ全体で効果的
にシナジーを生む仕組みづくりを進めて、中期経営計画
（2022-2025）を着実に実践していくことを期待しています。

できていませんが、MS&AD Venturesは日本側と密接に
連携し、ガレージプログラムやイノベーションファクトリー
などの仕組みを通じて、シリコンバレーで見つけた技術を
グループ全体で活用するためのパイプとしての役割を果た

しています。これにより、新しいアイデアがあふれているシ
リコンバレーで、よいものを見つけ、グループ内の関連部
署に展開し、会社全体のイノベーションにつなげることが
できています。
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