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プロフィール
　東京海上ホールディングス株式会社は、国内損害保険事業、

国内生命保険事業、海外保険事業、金融・一般事業を営む東京

海上グループの保険持株会社です。

　東京海上グループは、「お客様の信頼をあらゆる活動の原点に

おくこと」を経営理念に掲げ、事業活動のあらゆる局面において、

コンプライアンスを徹底し、持株会社経営を通じて、グループ各社

の特色や強みを活かしながら、企業価値の最大化に取り組んで

おります。

　さて、わが国では、東日本大震災の復興需要の本格化が期待

される一方で、円高や産業空洞化などの課題が残っており、また、

世界経済では、欧州の政府債務問題による不透明感が続いており、

引き続き事業環境の先行きを見通しにくい状況にあります。

その中においても当社としては、お客様をはじめとした各ステーク

ホルダーのニーズ・ご期待に確実に応え続けて行くという基軸を

ぶらさず、グローバルレベルでの成長戦略を推進してまいります。
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見通しに関するご注意
本誌は、現在当社が入手している情報に基づいて、当社が本誌の作成時点において行った予測
等を元に記載しています。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、一定のリスクや
不確実性を内包しております。従いまして、将来の実績が本誌に記載された見通しや予測と大きく
異なる可能性がある点をご承知おきください。

東京海上グループは、お客様の信頼をあらゆる

活動の原点におき、企業価値を永続的に高めて

いきます。

●  お客様に最高品質の商品・サービスを提供し、

安心と安全をひろげます。

●  株主の負託に応え、収益性・成長性・健全性を

備えた事業をグローバルに展開します。

●  社員一人ひとりが創造性を発揮できる自由

闊達な企業風土を築きます。

●  良き企業市民として公正な経営を貫き、広く

社会の発展に貢献します。
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*1：一株当たり純資産は全て、2006年9月に実施した株式分割（500分割）後のベースで表示
*2：2005年度は国内生保事業のEV算出の前提条件変更等の影響を除いた数値
*3：株価は全て、2006年9月に実施した株式分割（500分割）後のベースで表示

*4：取得年度ベース。2006年度は日新火災との株式交換分578億円を除く
*5：配当金は全て、2006年9月に実施した株式分割（500分割）後のベースで表示
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経常収益 当期純利益正味収入保険料

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
財務指標 経常収益 （億円） 29,290 27,757 28,994 33,999 42,185 37,100 35,031 35,708 32,886 34,159

　　正味収入保険料 （億円） 18,966 19,436 19,250 19,786 21,486 22,451 21,342 22,929 22,721 23,244

　　生命保険料 （億円） 4,046 3,108 4,315 7,668 13,879 7,883 7,460 4,647 4,053 3,445

経常利益 （億円） 1,008 1,917 1,399 1,365 1,680 1,790 △ 151 2,034 1,265 1,603

当期純利益 （億円） 566 1,114 676 899 930 1,087 231 1,284 719 60

総資産額 （億円） 99,458 110,062 116,244 142,600 172,269 172,832 152,472 172,658 165,286 163,384

純資産額 （億円） 18,049 23,108 23,052 32,098 34,107 25,793 16,395 21,847 19,044 18,574

自己資本利益率（ROE） （%） 2.88 5.41 2.93 3.26 2.82 3.65 1.10 6.76 3.55 0.32

一株当たり純資産（BPS）*1 （円） 1,952 2,585 2,681 3,820 4,128 3,195 2,067 2,754 2,460 2,399

主要経営
指標

修正利益*2 （億円） 1,050 1,721 518 1,387 1,697 1,432 △ 525 1,654 720 △ 195 

修正資本 （億円） 26,211 32,087 32,179 42,387 45,858 36,059 25,642 31,608 29,183 28,299

修正ROE*2 （%） 3.8 5.9 1.6 3.7 3.8 3.5 △ 1.7 5.8 2.4 △ 0.7

修正BPS （円） 2,830 3,590 3,740 5,040 5,570 4,490 3,260 4,010 3,810 3,690

株式情報 期末株価*3 （円） 1,472 3,240 3,120 4,660 4,360 3,680 2,395 2,633 2,224 2,271

時価総額*3 （億円） 13,630 28,966 26,832 39,308 35,949 29,606 19,268 21,183 17,893 18,271

発行済み株式総数 （株） 1,857,048.75 1,857,048.75 1,727,048.75 1,687,048.05 824,524,375 804,524,375 804,524,375 804,524,375 804,524,375 804,524,375

株主還元 株主還元総額 （億円） 185 1,197 1,113 953 1,148 1,287 880 394 886 383

　　株主配当金（総額） （億円） 185 197 189 252 298 387 380 394 386 383

　　自己株式取得*4 （億円） — 1,000 924 701 850 900 500 — 500 —

一株当たり配当金*5 （円） 20 22 22 30 36 48 48 50 50 50
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修正資本/修正BPS修正利益 株主配当/一株当たり配当金

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
財務指標 経常収益 （億円） 29,290 27,757 28,994 33,999 42,185 37,100 35,031 35,708 32,886 34,159

　　正味収入保険料 （億円） 18,966 19,436 19,250 19,786 21,486 22,451 21,342 22,929 22,721 23,244

　　生命保険料 （億円） 4,046 3,108 4,315 7,668 13,879 7,883 7,460 4,647 4,053 3,445

経常利益 （億円） 1,008 1,917 1,399 1,365 1,680 1,790 △ 151 2,034 1,265 1,603

当期純利益 （億円） 566 1,114 676 899 930 1,087 231 1,284 719 60

総資産額 （億円） 99,458 110,062 116,244 142,600 172,269 172,832 152,472 172,658 165,286 163,384

純資産額 （億円） 18,049 23,108 23,052 32,098 34,107 25,793 16,395 21,847 19,044 18,574

自己資本利益率（ROE） （%） 2.88 5.41 2.93 3.26 2.82 3.65 1.10 6.76 3.55 0.32

一株当たり純資産（BPS）*1 （円） 1,952 2,585 2,681 3,820 4,128 3,195 2,067 2,754 2,460 2,399

主要経営
指標

修正利益*2 （億円） 1,050 1,721 518 1,387 1,697 1,432 △ 525 1,654 720 △ 195 

修正資本 （億円） 26,211 32,087 32,179 42,387 45,858 36,059 25,642 31,608 29,183 28,299

修正ROE*2 （%） 3.8 5.9 1.6 3.7 3.8 3.5 △ 1.7 5.8 2.4 △ 0.7

修正BPS （円） 2,830 3,590 3,740 5,040 5,570 4,490 3,260 4,010 3,810 3,690

株式情報 期末株価*3 （円） 1,472 3,240 3,120 4,660 4,360 3,680 2,395 2,633 2,224 2,271

時価総額*3 （億円） 13,630 28,966 26,832 39,308 35,949 29,606 19,268 21,183 17,893 18,271

発行済み株式総数 （株） 1,857,048.75 1,857,048.75 1,727,048.75 1,687,048.05 824,524,375 804,524,375 804,524,375 804,524,375 804,524,375 804,524,375

株主還元 株主還元総額 （億円） 185 1,197 1,113 953 1,148 1,287 880 394 886 383

　　株主配当金（総額） （億円） 185 197 189 252 298 387 380 394 386 383

　　自己株式取得*4 （億円） — 1,000 924 701 850 900 500 — 500 —

一株当たり配当金*5 （円） 20 22 22 30 36 48 48 50 50 50
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東京海上グループ各社の2012年8月25日現在の格付状況です。

最新情報については、弊社ＨＰをご確認ください。　　http://ir.tokiomarinehd.com/ja/Ranking.html

〈東京海上グループの信用格付〉

格付会社 対　象
東京海上

ホールディングス 東京海上日動 日新火災 東京海上日動
あんしん生命

東京海上日動
フィナンシャル生命

スタンダード  アンド  プアーズ（S&P） 保険財務力格付 AA− A＋ AA−
ムーディーズ 保険財務格付 Aa3
A.M.Best 財務格付 A＋＋

格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ） 
発行体格付 AA＋ AA
保険金支払能力格付 AA＋ AA−

日本格付研究所（ＪＣＲ） 長期優先債務格付 AAA AAA
フィッチ・レーティングス 保険会社財務格付 AA−
　
ソルベンシー・マージン比率（2012年3月末現在） 629.7% 570.4% 2,145.8% 898.7%

Tokio Marine At a Glance
東京海上グループの事業領域と主なグループ会社 （2012年7月1日現在）

海外拠点：38の国・地域、446都市
（2012年3月31日現在）

Philadelphia Insurance Companies

Tokio Marine Management, Inc.

Tokio Marine Seguradora S.A.

Tokio Marine Europe Insurance Limited

Tokio Marine Asia Pte. Ltd.

東京海上日動火災保険（中国）有限公司
Tokio Millennium Re Ltd.

Kiln Group

Tokio Marine Middle East Limited

Delphi Financial Group, Inc.

等

海外保険事業

［投資顧問・投資信託業務］
東京海上アセットマネジメント投信

［プライベートエクイティ投資業務］
東京海上キャピタル

［デリバティブ・証券業務］
東京海上フィナンシャルソリューションズ証券

［不動産投資顧問業務］
東京海上不動産投資顧問

等

［リスクコンサルティング事業］
東京海上日動リスクコンサルティング

［総合人材サービス事業］
東京海上日動キャリアサービス

［ファシリティマネジメント事業］
東京海上日動ファシリティーズ

［トータルヘルスケアコンサルティング事業］
東京海上日動メディカルサービス

［シルバー事業］
東京海上日動サミュエル
東京海上日動ベターライフサービス　

［アシスタンス事業］
ミレア・モンディアル

［保険代理業］
東京海上日動あんしんコンサルティング

等

東京海上日動
日新火災
イーデザイン損保
東京海上ミレア少額短期

東京海上日動あんしん生命
東京海上日動フィナンシャル生命

等

金融事業

一般事業

国内損害保険事業

国内生命保険事業

格付情報
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修正利益の推移

国内損害保険事業

国内生命保険事業

海外保険事業

金融・一般事業

修正利益

修正利益

修正利益

修正利益

2012年度の修正利益
予想における構成比

2012年度の修正利益
予想における構成比

2012年度の修正利益
予想における構成比

2012年度の修正利益
予想における構成比

　東京海上グループの中核事業である国内損害保険事業の修正利益は、タイ洪水や台
風12/15号など国内外の自然災害、法人税率の引き下げ等により、2011年度は大き
く低下しました。
　しかしながら、以下のような戦略を実行し、収益額の拡大を実現してまいります。
●  自動車保険をはじめとした商品・料率の改定、事業費削減等を進め、コンバインドレシオ

95％程度を安定的に維持できる態勢を目指す
●  販売基盤の強化、マーケット開拓等、お客様との接点強化を基軸とした各種施策を通じて、

業界ナンバーワンの成長を目指す

　東京海上グループは保険事業が自由化された1996年に生命保険事業にも参入し、
現在ではグループ全体の修正利益の2～3割を安定的に支える事業に成長いたしました。
　あんしん生命では、2011年度に「超保険」の販売を通じた生損保一体となった取り
組みの強化や新商品の発売等により増収増益を確保しました。
　引き続き、お客様のニーズを捉えた商品投入と生損保一体・連携によるマーケティング
により、収益性の向上を伴った持続的な成長を進めてまいります。

　2000年以降、主として再保険事業や新興国市場における積極的な事業展開を図ってまい
りましたが、2008年には欧米での大型M&Aも実施し、2010年度にはグループ全体の修
正利益の約3割強を海外保険事業が占めるに至りました。
　2011年度は海外保険事業において、タイ洪水等の自然災害が多発したことにより発生保
険金が増加し、減益となりましたが、グループ全体の成長牽引役として、今年度は以下の取り
組みを進めてまいります。
●  デルファイの円滑な統合の推進と、既存事業とのシナジー効果の追求
●  中核のフィラデルフィア、キルン、再保険会社を基軸として、高い収益性を維持
● 新興国において、中長期的な成長実現を見据えて積極的に事業拡大を図る

　金融事業においては、アセットマネジメント事業を中心に、グローバルに受託残高を
増やし、収益拡大を図ります。
　一般事業においては、「安心と安全」に関わる商品・サービスをお客様にお届けする
ことを通じ、国内保険事業をコスト・付加価値の両面から支える取り組みを推進します。
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　東京海上日動は、東日本大震災での経験を踏まえ、地震・噴火･
津波で被災されたお客様が生活に欠かせない移動手段を確保
することを目的として、自動車保険の新商品「地震・噴火・津波
危険車両全損時一時金特約」を開発し、2012年1月より販売
を開始しました。
　巨大地震の際にも迅速な保険金のお支払いを可能とするため、
本特約のお支払い対象はご契約の自動車が「全損」になった
場合に限定し、車両価格にかかわらず一律の金額（「50万円」
ただし、車両保険の保険金額が50万円を下回る場合には「保険
金額」）をお支払いします。
　日新火災においても、同様の特約を「地震・噴火・津波危険
車両全損時一時金補償特約」として2012年3月より販売して
います。

国内損害保険事業

自動車保険 「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」の新設

　東京海上日動は、2012年1月に、親や友人の自動車を運転する際に必要な日数分
だけを、いつでもどこからでも携帯電話で加入できる新しい自動車保険「1日自動車
保険（ちょいのり保険）」を発売しました。※

　本商品は、「手ごろな保険料で手軽に自動車保険に加入することができる」という新しさ
に加え、本商品の提供を通じて「無保険運転事故の縮減」にも貢献できることが高く
評価され、日本経済新聞社が毎年1回、特に優れた新商品・新サービスを表彰する

「2011年日経優秀製品・サービス賞」で「最優秀賞 日経ヴェリタス賞」を受賞しました。
　今後も商品・サービスの提供を通じて人々の暮らしや企業活動に役立つ「安心と
安全」を提供していきます。

「１日自動車保険」発売と「2011年日経優秀製品・サービス賞」で
「最優秀賞 日経ヴェリタス賞」

※�2011年10月より、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと共同でサービスを提供する「ドコモ�ワンタイム保険（１日自動車保険）」として先行販売。
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　当社は、子会社である東京海上日動を通じて、2012年5月、
米国の生損保兼営保険グループ「デルファイ・ファイナンシャル・
グループ（持株会社Delphi Financial Group, Inc.および傘下
の生損保会社等、以下デルファイ）」を買収しました。
　デルファイは、米国における従業員福利厚生関連保険市場

（就業不能保障保険市場・超過額労災保険市場等）において、
長年の引受経験に基づく強固なアンダーライティング力、販売
チャネルとの強力な信頼関係、資産運用のエキスパティーズ等
の強みを活かすことにより、当該市場のリーダーとして、一貫して
他社を凌駕する高成長・高収益を実現している優良保険会社です。
　本買収を通じて、より分散の効いた事業ポートフォリオを構築することにより、当社の海外保険事業における
収益の一層の安定化を図ります。また、デルファイの強みと、東京海上グループの高格付け、強固な財務基盤、
保険引受能力（キャパシティ）および米国現地法人の商品開発力、マーケティング力等の強みを組み合わせる
ことにより、米国でのさらなる事業拡大を推進していきます。

　東京海上日動あんしん生命は2011年8月、長期の就業不能
に対する新保障「5疾病就業不能特約」を付帯できる医療保険

「メディカルKit」を発売しました。
　「メディカルKit」は、入院日数が短期化していることや公的
医療保険と連動した手術保障を求めるお客様の声が増えたこと
等を受け、従来より販売してきた医療保険「メディカルミニ」を
抜本的に改定し、保険料水準を見直すとともに手術保障の支払
対象を拡大しました。また、長期の就業不能を保障する「5疾病
就業不能特約」を新たに開発し、「メディカルKit」への付帯を可
能としました。
　また、2012年1月、引受基準緩和型医療保険「メディカルKitラヴ」を発売しました。
　「メディカルKit ラヴ」は過去に入院・手術を受けている、持病がある等、健康に不安がある方もご加入いただ
けるよう体況上の引受基準を緩和しています。
　「先進医療特約（引受基準緩和型）」や、がんによる入院時、給付金の支払日数が無制限となる「がん入院支払
日数無制限特則」を付加することで、保障内容の充実を可能としています。

海外保険事業

国内生命保険事業

あんしん生命の医療保険「メディカルKit」、「メディカルKitラヴ」の発売

生損保兼営保険グループ・デルファイの買収

7東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012

経
営
に
つ
い
て

財
務
デ
ー
タ

会
社
デ
ー
タ

事
業
概
況

経
営
体
制

C
S
R



※��「ご契約のしおり（約款）」を冊子（紙）による提供ではなくホームページによる閲覧（Web約款）を選択していただくことを推奨し、新た
に選択いただいた契約1件につき、マングローブ2本分の植林に相当する金額をNGO等に寄付するプロジェクト。

　中国現地法人「東京海上日動火災保険（中国）有限公司」は、2012年8月1日付で北京支店を開業しました
（上海、広東、江蘇に続き4支店目となります）。今後、北京市内に進出のお客様に対しても、直接の保険引き
受けと、より高品質なサービスのご提供が可能となります。
　北京市は中国の首都で政治・経済の中心地でもあり、当社北京支店は中国華北地区における中核拠点として、
大きな成長を見込んでいます。
　今後、中国の他のエリアにおいても段階的に支店網の拡大に努めていく予定です。

中国現地法人「北京支店」の開設

　マレーシア現地法人「Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad」は、2012年5月に現地損害保険
会社「MUI Continental Insurance Berhad」（以下「MUI 社」）からの損害保険事業譲渡についてMUI 社
と合意しました。現地関係当局の承認等を前提に、2012年内に事業譲渡を完了する予定です。
　当社は、新興国における主要市場の一つとして高い成長性が見込まれるマレーシア保険市場において、これ
まで事業基盤の拡大・強化を図ってきました。今回の事業譲渡を通じて、マレーシアにおける損害保険事業
のさらなる基盤の強化・規模の拡大による効率化を着実に進めることで成長機会を獲得し、お客様にご満足
いただける商品・サービスを提供していきます。

マレーシアにおける現地損害保険会社MUI社からの事業譲渡

　当社は2012 年3 月、米国のシンクタンク「エシスフィア・インス
ティテュート社」が選定する「2012 World's Most Ethical 
Companies －世界で最も倫理的な企業2012」に選出されました。
　今回の選出にあたっては、東京海上日動の「Green Gift」プロ
ジェクト※や「環境配慮型の金融商品・サービス」の提供、国内事業活動における「カーボン・ニュー
トラル」の実現（2009年度・2010年度）、1999年から東南アジア・インド・南太平洋フィジー
で展開する「マングローブ植林プロジェクト」等による地球環境保護・生物多様性保全の取り組み
が評価されました。

東京海上ホールディングス

「世界で最も倫理的な企業2012」に選出
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　2011年の世界の保険業界は、各地で相次ぐ大
規模な自然災害により、保険引受利益が大きく落ち
込む大変厳しい環境に直面しました。国内では、東
日本大震災の復興需要の本格化が期待される一方
で、円高や空洞化、エネルギー問題といった課題が
残っており、また、世界経済に目を転じると、欧州の
政府債務問題による不透明感が続いているなど、
引き続き事業環境の先行きを見通しにくい状況に
あります。
　また、保険事業に係る規制動向を見ると、2008
年の金融危機以降、銀行業と同様に規制のグロー
バリゼーションといった潮流が定着しつつあります。
国際的に事業展開している保険会社を対象として
世界共通の監督・規制の枠組みが形づくられようと
しており、個々の保険会社のみならず、保険グループ
としての観点から健全性の維持・向上を図っていく
ことが、今後の保険会社経営の軸となっていくと考
えられます。

　東京海上グループは、こうした不透明かつ変化が
著しい事業環境にあって、「お客様に品質で選ばれ、
成長し続けるグローバル保険グループ」を経営のビ
ジョンとして掲げ、2012年度からの3ヵ年の新中
期経営計画「変革と実行2014」をスタートさせて
おります。
　まずは、新中期経営計画の全体像についてご説
明します。

　東京海上グループは、「お客様に品質で選ばれ、
成長し続けるグローバル保険グループ」を目指して
事業展開を進めていますが、これは、多様なリスク
の引受による分散や、時間的、地理的なリスクの分
散を図ること、即ちリスク分散が保険事業の本質で

取締役社長

株主の皆様へ

新中期経営計画「変革と実行2014」
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あり、この観点で、保険事業にとっては地球全体が
マーケットであると捉えているからです。
　東京海上グループの新中期経営計画では、こうした
考え方に基づき、保険金支払に備えた財務の健全性
を確保しつつ、企業価値を持続的に向上させること
を目指しています。そのために、各事業で自律的な
成長と収益力を高めることで「収益額の拡大」を図る
とともに、グローバルにリスク分散を進めてグループ
トータルの「資本効率の向上」に取り組んでまいり
ます。
　「収益額の拡大」については、まず、グループの

中核事業である国内損害保険事業において、商品・
料率の改定や事業費率の改善を通じて収益性を改
善するとともに、お客様に優れた品質の商品･サー
ビスを提供することで業界ナンバーワンの成長を
目指します。
　次に、成長分野として、国内生命保険事業と海外
保険事業の拡大に取り組みます。
　国内生命保険事業では、あんしん生命が東京海
上日動の代理店と連携した生損保一体の販売を積
極的に推進することで、引き続き持続的な成長を目
指します。

●国内損害保険事業のコンバインドレシオの改善
●国内生命保険事業や海外保険事業の持続的成長
●新規事業投資による新たな成長機会の確保

●政策株式リスク削減の継続
●資本効率の高い事業への投資
●グローバルなリスク分散効果の向上
●配当や機動的な自己株式取得による
　適正資本水準への調整

収益額の拡大

中長期ビジョン

資本効率の向上

新中期経営計画「変革と実行2014」の全体像

既存事業での収益向上・拡大
政策株式リスク削減の継続

資本・資金の創出

新規事業投資による新たな成長と資本効率の向上
配当や機動的な自己株式取得による適正資本水準への調整

事業ポートフォリオのグローバル
分散による資本効率の向上 リスクベース経営

 【ERM】

お客様に品質で選ばれ、成長し続ける「グローバル保険グループ」
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　海外保険事業では、新興国のみならず、全世界
マーケットシェアの約80％を占める欧米市場でも
一定のポジションを確保すべく取り組んでおります。
すなわち、世界最大の保険市場である米国におい
ては、フィラデルフィアに加えて、2012年5月に
は新たにデルファイをグループに迎えました。英国
ではロイズマーケットのリーディングシンジケート
であるキルンがグループに参加しております。また、
新興国マーケットにおいては、中長期的な成長を期
待できる、アジア、中南米、中東などにおいて積極
的かつ順調に事業を展開しております。

　「資本効率の向上」については、まず、グループ
全体のリスクに占める割合が大きい政策株式の削
減に引き続き取り組みます。次に、政策株式の売却
を通じて創出された資金・資本を再活用し、資本効
率が高く、リスクの分散効果が高い事業への投資や
株主還元を進めていきます。
　こうした取り組みをグループ全体として好循環さ
せることで、当社の企業価値を一層向上させ、成長
し続ける「グローバル保険グループ｣を目指してま
いります。
　2011年度のグループ合計の修正利益は、日本

0
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1,500

2,000

2,500

3,000

●コンバインドレシオ　95％
●業界ナンバーワンの成長

国内損害保険事業

●3年通算修正利益（EV増加額）　1,800億円

国内生命保険事業

●修正利益　1,000億円

海外保険事業

●グループ総合力の発揮

資本コストを上回る修正ROE水準を実現

金融・一般事業

■ 国内損害保険事業
■ 国内生命保険事業
■ 海外保険事業
■ 金融・一般事業

11年度

12年度 14年度

△

△
△

（想定レベル＊）（予想）

（実績）

(億円)

195

26

420

20 30~50

800~900

600~700

900~1,000

530

261

159

119

680

1,650

2,300~2,600

2014年度
2,300億円～2,600億円
修正ROE　7%以上

■修正利益の想定 ■ターゲット

中期経営計画において目指す姿

＊�株価･為替･金利は、いずれも2012年3月末日ベース。また、自然災害の
発生が平年ベースであること等を前提とした場合に見込まれる利益水準
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国内での台風や豪雨、北米におけるハリケーンやト
ルネード、そしてタイの大洪水等の大規模な自然災
害が頻発したこともあり、前年度に比べ大幅に減少
し、195億円の損失となりました。
　2012年度については、各保険事業における売
上拡大や収益性向上の取り組みによる増益等によ
り、グループ合 計 の 修 正 利 益は1,650億 円を見
込んでいます。
　新中期経営計画の最終年度にあたる2014年度
には2,300億円から2,600億円の修正利益を目
指し、資本コスト（7％）を上回る修正ROE水準を
実現したいと考えています。

　以下、国内損害保険事業、国内生命保険事業、
そして海外保険事業の各主要事業別に、2011年度
の事業概況を振り返るとともに、新中期経営計画に
おける各事業の戦略について、少し詳しくご説明し
ます。

　国内損害保険事業における2011年度の修正利
益は261億円の損失となり、前年度と比べて大幅
な減益となりました。主要な事業会社である東京海
上日動、日新火災の修正利益は、それぞれ187億
円、16億円の損失となりました。減益の主な要因
は、東京海上日動において、タイ洪水に係る発生保
険金が増加したことや、法人税率引き下げにより繰
延税金資産の取崩が発生したこと等によります。

　新中期経営計画における国内損害保険事業の戦
略としては、中核である東京海上日動において、主
力商品である自動車保険を中心とした商品の収益
性改善と事業効率のさらなる向上を図ります。自然
災害の多発もあり2011年度はコンバインドレシオ

（正味損害率と正味事業費率とを合算したもの）が
103.3％（除く家計地震・自賠責）まで上昇しまし
たが、こうした 取り組 みにより、2014年 度には
95％水準にまで改善させてまいります。
　東京海上日動では、数年かけて超保険などの競
争優位性のある商品や、ビジネスプロセスのスリム
化に向けたITインフラ整備を進めてきました。こう
した取り組みにより内部事務が大幅に減少して生産
性が高まるとともに、営業伸展や販売基盤の拡充と
いったお客様や代理店との接点強化に費やす行動
量が高まりました。この取り組みは具体的な成長と
して現れつつあり、2011年度下期の営業保険料
は前年同期比＋6.4％の増収となりました。今後も
こうした商品・サービスの向上や販売基盤の拡充、
タブレット端末等IT基盤の高度活用によりお客様接
点強化の取り組みを進め、業務効率のさらなる改善
と業界ナンバーワンの成長を目指します。

　国内生命保険事業における2011年度の修正利
益（EV増加額）は159億円となり、前年度に比べ
て減益となりました。内訳としては、あんしん生命
において、第三分野商品の販売が好調であったこと
や、法人税率引き下げによる将来キャッシュ・フロー
増加の影響により、修正利益が前年度に比べ271
億円増加し764億円となる一方、フィナンシャル生
命において、再保険契約の見直しによる責任準備
金積立等により、修正利益が前年度から404億円
減少し613億円の損失となっています。
　なお、フィナンシャル生命については、これまで
変額年金保険を中心に販売してまいりましたが、昨
今の厳しい事業環境等を慎重に検討し、2012年
7月1日より、全保険商品の新規販売を一時休止し
ております。

国内損害保険事業
国内生命保険事業
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　新中期経営計画における国内生命保険事業の戦
略としては、中核となるあんしん生命において、東京
海上グループのブランド力を活かし、東京海上日動
の代理店を通じて生損保一体となった取り組みを
強力に進めてまいります。また、医療・介護保険等の
第三分野をはじめとする魅力的な商品を継続的に投
入することにより、持続的な成長を目指します。これ
らの取り組みを通じて、3年間通算で1,800億円の
EV増加を見込んでおります。

　海外保険事業につきましては、グループ全体の成
長を牽引すること、ならびにグローバルにリスク分
散効果を高めることを目指して、2011年度も引き
続き積極的に事業を展開しました。
　米国のフィラデルフィアは、米国の損害保険市場
が低成長で推移する中、高水準の契約更改率を維

持しつつ、収益性を伴った新規契約の獲得を進めて
おります。英国のキルン、再保険事業を営むトウキョ
ウ・ミレニアム・リーは、自然災害の頻発に伴う引受
方針の見直しなどを行い、正味収入保険料は前年
度対比で増加しました。また、米国市場におけるさ
らなる成長のため、2011年６月に経営基盤の整備
とシナジーの発揮を意図して米国保険事業を統括
する持株会社であるトウキョウ・マリン・ノースアメ
リカを設立するとともに、2011年11月には、米国
ハワイ州の損害保険会社で最も歴史のあるファー
スト・インシュアランス・カンパニー・オブ・ハワイを
100％子会社化しました。
　海外保険事業全体としては、世界各地での大規
模な自然災害の頻発により、修正利益は119億円
の損失となり、前年度と比べて367億円の減益と
なりました。

　新中期経営計画における海外保険事業の戦略と
しては、引き続きグループの成長を牽引する役割を

海外保険事業

0

2,500

5,000

7,500

10,000

0

2,500

5,000

7,500

10,000

各事業ドメインに応じた成長戦略を実行し、事業の拡大を図る

0

17,000

19,000

21,000

11年度 12年度 14年度
（見込）（予想）（実績）

(億円)

※東京海上日動、日新火災、イーデザイン損保、
　東京海上ミレア少額短期の合計値

正味収入保険料

19,263

19,881

約20,600

11年度 12年度 14年度
（見込）（予想）（実績）

(億円)
保有契約年換算保険料

4,194 4,471
約5,000

11年度 12年度 14年度
（見込）（予想）（実績）

(億円)
生損保合計収入保険料

4,997

6,720

約9,000

■ 国内損害保険事業※ ■ 国内生命保険事業（あんしん生命） ■ 海外保険事業

事業ドメインごとの成長性
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担い、先進国と新興国の双方でバランス良い事業
展開を進め、2014年度には修正利益1,000億円
を目指します。既存事業の内部成長を加速していく
とともに、新規事業投資による成長推進も継続的に
検討してまいります。
　先進国につきましては、世界保険市場の中核を
なす欧米において、企業保険分野ならびに再保険
分野を中心に、厳格なアンダーライティングの規律
を維持しつつ、持続的な収益拡大を図ります。新興
国市場につきましては、各国での事業の着実な成
長を進め、中長期的な観点で大きく成長を実現して
いくことを目指します。
　なお、新中期経営計画における新規事業投資の一
環として、2012年5月に、米国の生損保兼営保険
グループであるデルファイを買収しました。同社は、
従業員の福利厚生に関する保険に強みをもち、自然
災害リスクの引受が限定的であることから、同社が
グループに加わることはリスク分散効果の向上にも
資するものです。今後は、同社との円滑な統合と、既
存事業とのシナジー効果を追求してまいります。

　最後に、これまでに述べたグローバルな事業展開
を支えるリスクベース経営（ERM）と資本戦略につ
いて申し上げます。
　東京海上グループにおけるリスクベース経営と
は、リスクの概念を基軸とした意思決定を経営のあ
らゆる局面に組み込むことと捉えています。すなわ
ち、リスク対比での資本の十分性とリスク対比での
収益性を踏まえて意思決定を行い、財務の健全性
を確実に維持しながら企業価値の持続的な拡大を
実現することを目指しております。
　リスクベース経営を徹底することは、保険業界を
取り巻くステークホルダーへの説明責任を果たすこ

とにもつながると考えています。たとえば、保険契
約者に対しては、巨大災害や世界的な金融危機が
発生した時においても、滞りなく保険金をお支払い
出来る財務の健全性を示すことができます。また、
株主に対しては、経営としてどのようにリスクを取っ
て収益の持続的成長やROE向上を目指すのかにつ
いて説明することで、経営の透明性を高めて信頼を
確保することに努めております。
　今後も、リスクベース経営の取り組みを一層進め
て、「持続的収益成長」、「ROE向上」、「財務の健
全性確保」の3つを同時にバランス良く達成するこ
とを目指してまいります。

　東京海上グループの資本戦略は、リスクベース
経営のもとで保険事業を成長させつつ、あわせて
株主の皆様に還元を図ることを目的としています。
株主還元は株主配当を基本とし、利益成長に伴って
拡充していくことを目指します。自己株式取得につ
きましては引き続き、市場環境、資本の状況、そし
て当社が成長するための事業投資の機会等を総合
的に勘案して、機動的に実施してまいります。

　 東 京 海 上グ ル ープは、日本 国 内におけるリー
ディングカンパニーであると同時に、利益の約4割

（2012年度予想修正利益ベース）を海外から獲得
するグローバル企業に大きく変貌を遂げつつあり
ます。今後も、リスクベース経営のもとで経営の規
律と透明性を確保し、国内損害保険事業、国内生命
保険事業、海外保険事業、および金融・一般事業に
おいてバランスの取れたグローバルな成長を推進
してまいります。
　今後とも、当社へますますのご支援を賜りたく、
よろしくお願い申し上げます。

リスクベース経営（ERM）と資本戦略
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　東京海上グループは、「お客様の信頼をあらゆる活動の原点におく」という経営理念に基づき、収益性、成長性
および健全性を兼ね備えた企業グループとして、着実に企業価値の拡大を図っていきます。
　2012年度からスタートした3ヵ年のグループ中期経営計画「変革と実行2014」では、不透明な事業環境の
中でも持続的な成長を実現していくために、国内外の生損保事業において着実な成長を図り、中長期
ビジョンである「お客様に品質で選ばれ、成長し続ける『グローバル保険グループ』」の実現に向けて、グループ
一丸となって取り組んでいきます。

東京海上ホールディングスの経営戦略

新中期経営計画「変革と実行2014」

資本・資金の創出

既存事業での収益向上・拡大

政策株式リスク削減の継続

リスクベース経営
 【ERM】

事業ポートフォリオの
グローバル分散による
資本効率の向上

新規事業投資による新たな成長と資本効率の向上

配当や機動的な自己株式取得による
適正資本水準への調整

中長期ビジョン お客様に品質で選ばれ、成長し続ける「グローバル保険グループ」

● 国内損害保険事業のコンバインドレシオの改善
● 国内生命保険事業や海外保険事業の持続的成長
● 新規事業投資による新たな成長機会の確保

収益額の拡大

● 政策株式リスク削減の継続
● 資本効率の高い事業への投資
● グローバルなリスク分散効果の向上
● 配当や機動的な自己株式取得による適正資本水準への調整

資本効率の向上

「変革と実行2014」全体像

1. 全体像
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（1） 主要課題
① 収益額の拡大
　各事業での持続的な収益成長を目指します。特に、グループの中核事業である国内損害保険事業において、
コンバインドレシオ※の改善を図ります。国内生命保険事業や海外保険事業においては、引き続き、持続的成長
と収益拡大を図ります。
　また、グループ総合力、シナジー発揮による国内外での収益成長実現に向けた取り組みについても、引き
続き、積極的に展開していきます。

事業ドメイン 2010年度実績 2011年度実績 2012年度計画 2014年度に目指す姿
［想定レベル］※3

修
正
利
益

国内損害保険事業 204 △261 420

800〜900
東京海上日動 237 △187 450
日新火災 13 △16 20
その他 △46 △57 △50

国内生命保険事業 275 159 530

600〜700あんしん生命 492 764 540
フィナンシャル生命 他 △217 △605 △10

海外保険事業※1 248 △119 680

900〜1,000

損害保険事業 505 △397 670
元受 337 △364 560
再保険 168 △33 110

生命保険事業 30 10 20
自然災害保険金の追込み※2 △279 279 －

金融・一般事業 △7 26 20 30〜50
グループ合計 720 △195 1,650 2,300〜2,600
グループ合計ROE 2.4% △0.7% 5.8% 7%以上

※1�海外保険事業合計では、内訳（損害保険事業（元受・再保険）、生命保険事業）には賦課されていない費用を差し引いています。
※2�海外保険事業については、2011年1～3月に発生した自然災害保険金を2010年度実績に計上しています。
※3�自然災害の発生が平年ベースであること等を前提とした場合に見込まれる利益水準。株価･為替･金利は、いずれも2012年3月末日ベース。

※�コンバインドレシオは、保険料を分母、保険金＋経費を分子としてパーセンテージで表示する損害保険会社の収益指標です。100％は収支均衡を
示し、100％を下回るほど保険引受面での収益性が高いことを示します。

② 資本効率の向上
　各事業の収益拡大や政策株式の削減継続等によって創出された資本・資金を成長分野への再投資や株主
還元に振り向けること等により、グループ全体の資本効率の向上を図っていきます。
　同時に、前中期経営計画において、グループ経営の基本的な考え方として導入し、発展させてきたリスク
ベース経営(ERM)を定着させ、「持続的収益成長」、「ROE向上」、「財務の健全性確保」の3つを同時に
バランスよく達成することを目指します。

（2） グループ中期経営計画「変革と実行2014」において目指す姿
（単位：億円）
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（3） 各事業におけるターゲット
　資本コストを上回るROE（修正利益ベース）水準の実現に向け、各事業における中期経営計画のターゲット
として以下を掲げ、着実に達成していくことを目指します。

●コンバインドレシオ 95%
●業界ナンバーワンの成長

●3年通算修正利益(EV増加額)
　 1,800億円

●修正利益 1,000億円

●グループ総合力の発揮

国内損害保険事業 海外保険事業

国内生命保険事業 金融・一般事業

資本コストを上回るROE(修正利益ベース)水準を実現
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（1） 国内損害保険事業
　自動車保険をはじめとした商品・料率の改定、事業費削減等を進め、コンバインドレシオ95％程度を安定
的に維持できる態勢を目指します。
　また、販売基盤の強化、マーケット開拓等、お客様との接点強化を基軸とした各種施策を通じて、業界ナン
バーワンの成長を目指します。

① コンバインドレシオの改善（東京海上日動）
　コンバインドレシオ改善に向けた計画は以下の通りです。

2. 事業ドメイン別戦略

継続的に社費の削減を行う
代理店手数料率体系の見直しを継続実施
営業力強化による着実なトップラインの成長を実現する

商品・料率改定を中心に収益改善を図る
自動車の等級進行・車価ダウン等による減収要素も見込む
自動車の収益状況等に応じた、追加対策も適時適切に行う

事業費削減
トップライン成長

商品収益性改善

自然災害関連等
自然災害は平年並みの発生を見込む
自然災害増加に対応し、自然災害保険金・出再コストにつ
いては保守的な水準を見込む

△1.0%

103.3%

△2.0%

△5.0%

△6.0%
〜

11年度C/R: 95%14年度C/R:

　商品の収益性改善は正味収入保険料の約半分を占めている自動車保険を中心に推進していきます。　
　自動車保険については前中期経営計画においても継続的に商品・料率の見直しを実施し、収益性改善に努め
てきましたが、商品・料率改定により更なる収益改善効果を見込んでいます。
　これらに加え、2012年10月より導入を予定しているノンフリート等級制度改定やリザルト対策等を通じて、
自動車保険のコンバインドレシオを98％程度まで改善させることを目指します。
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商品・料率改定やリザルト対策を通じ、
自動車保険においてコンバインドレシオ98%の達成を目指す

●年齢条件細分化を中心とした改定
●収益改善期待効果: 約260億円

既に実施済みの
商品・料率改定

●リスク実態にあわせ、
　一部の特約・料率区分の保険料を見直し
●収益改善期待効果: 約100億円

12年10月
商品・料率改定

●無事故契約者と事故有契約者の保険料負担の公平性を確保
●収益改善期待効果: 等級係数見直しにより、年々収支が悪化
 する構造的要因を解消

12年10月
ノンフリート
等級制度改定

●提携修理工場拡大による修理費適正化、
　高損害率契約対策等のリザルト対策継続
●更新率向上、事故削減支援を活用した
　新規フリート開拓等による収入社費増

その他

●前中期経営計画期間中は約410億円の物件費削減を実現

●新中期経営計画においても継続して社費削減を進めて行く

●業務革新プロジェクト効果により、「内部事務の大幅削減」「業務
プロセスのスリム化」「営業分野での要員活用」が実現

●引き続き生産性の向上を図る

事業費の
継続的な削減

生産性の向上

事業費削減の継続とともに、
業務革新プロジェクト効果等での更なる生産性向上を実現
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② 成長戦略（東京海上日動）
　これまで超保険など競争優位性のある商品の提供や、代理店競争力を高めるためのITインフラ整備などを
進めてきましたが、これらの施策はお客様接点の強化に繋がっており、 2011年度下期には成長が目に見えて
現れています。
　新中期経営計画におきましては、収益性を堅持しつつ、自律的なトップラインの成長を図り、業界ナンバー
ワンの成長実現を目指します。そのためには引き続き、超保険をはじめとした当社ならではの「優位性のある
商品やサービスの提供」を続ける他、明治安田生命保険相互会社との販売提携など、「販売基盤の質・量両面
での拡充」を進めます。

増収額145億円*、新規件数98万件、
専業代理店超保険化率50%
増収額95億円*、13年1月改定を予定
自動車未保有の若年者層へのマーケット拡大

●超保険:
 
●超ビジネス保険:
●ちょいのり保険:

●前中期経営計画取り組み効果の発現

増収額180億円*
損保委託2,000店/年

タブレット型端末による契約手続き

持続的に成長力は高まりつつあり、
11年度下期伸び率は6.4%(上期は3.1%)*

●業界ナンバーワン成長の実現
年平均2.1%の成長を実現し、
正味収入保険料は約1兆9,000億円、
営業統計保険料は2兆円突破を目指す
(11年度実績: 1兆9,081億円)

●明治安田生命プロジェクト: 
●代理店新設:
●スリムでわかりやすい
　業務プロセス:

優位性のある
商品・サービスの提供

販売基盤の
質・量両面での拡充

0

5,000

10,000

15,000

20,000

17,360 17,427 17,830
18,400

約19,000

09年度 10年度 11年度 12年度 14年度
（見込）（予想）

年平均成長率
2.1%

*営業統計ベース

*営業統計ベース

■正味収入保険料見込  (全種目ベース、単位：億円)

顧客接点の強化により、業界ナンバーワンの成長を実現

21東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012

経
営
に
つ
い
て

財
務
デ
ー
タ

会
社
デ
ー
タ

事
業
概
況

経
営
体
制

C
S
R



（2） 国内生命保険事業（あんしん生命）
　グループの強みである損害保険代理店のコンサルティング力を強化するとともに、チャネル特性に応じた
増収施策を展開し、トップラインを継続的に拡大していきます。
　お客様にとって魅力的な新商品を投入し続けるとともに、バランスの取れた商品ポートフォリオを実現し、
安定的かつ長期的な収益拡大を図ります。
　これらの取り組みにより、新中期経営計画3年間累計で修正利益（EV増加額）1,800億円を目指します。

●損保代理店の生保販売拡大に向けた支援・教育の強化
●「超保険」を活用した生損一体のコンサルティング販売の推進
●LP（生保直販社員）による損保代理店提携の更なる展開

終身保障
+

介護保障

医療保障

引受緩和型
医療保障

■損保代理店を中心とする
　多様な販売チャネルの活用

■魅力的な新商品

■重点施策「生損一体の取り組み」

持続的なトップライン・収益の拡大

●チャネルウエイト

損保代理店
LP*

ライフプロ

約65％約10％
約20％

銀行窓販 約5％
(2011年度営業統計保険料ベース)

2010年11月発売
長生き支援終身

損保顧客マーケットへ生保商品のクロスセルを推進

お客様の
ニーズに合った
新商品を引き続き
開発・投入

2011年8月発売

メディカルKit

2012年１月発売

メディカルKitラヴ
*LP(ライフパートナー )は生保直販社員

チャネル・商品戦略
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■年度末EV ■年換算保険料見込
新契約

0

2,000

4,000

6,000

8,000

3,906

4,398

5,163

5,703

約7,000

EV増加額1,800*

09年度 10年度 11年度 12年度 14年度
（目標）（予想）

09年度 10年度 11年度 12年度 14年度
（見込）（予想）

年平均成長率
約10%

*資本取引の影響は除く

(億円) (億円)

0

200

400

600

800

507496

582
約670

573

保有契約

09年度 10年度 11年度 12年度 14年度
（見込）（予想）

(億円)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

3,967

4,471

約5,000

4,194
3,825

中期経営計画3年間累計で修正利益(EV増加額)1,800億円*を目指す
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●先進国
　世界保険市場の中核を成す欧米マーケットにおいてコマーシャル・
　再保険分野を中心に持続的な収益拡大を図る
●新興国
　各国市場の拡大に対応し、生損保両分野において中長期的な収益拡大を図る

●自然災害リスク量のコントロール強化とモデル定量化が
　難しいリスクへの対応強化
●成長を支えるグローバル人材の育成と専門性の高い
　人材の採用・育成

●損保・生保・再保険の事業間分散と引受リスクの
　地理的分散を推進
●バランスの取れたポートフォリオを形成し、
　資本効率の向上を図る

事業リスクの分散と
資本効率の向上

リスクベース経営（ERM）
の高度化とグローバル
人事戦略の強化・実践

内部成長・M&A戦略
両輪での成長推進

●内部成長
　引受規律を維持しつつ収益機会の追求による収益拡大
●M&A戦略
　デルファイの円滑な経営統合と新規事業投資の検討

先進国・新興国
双方でのバランスの
良い成長推進

グループの成長ドライバーとして持続的に成長と収益の拡大を図る

（3） 海外保険事業
　海外保険事業は、引き続きグループの成長ドライバーとして、先進国と新興国の双方でバランス良く成長
を図ります。
　先進国におきましては、デルファイのシナジー発揮に注力するとともに、フィラデルフィア、キルン、再保険
事業を基軸として、高い収益性の確保を目指します。新興国におきましては、中長期的な成長実現を見据え
て積極的に事業拡大を図ります。
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　損害保険、生命保険、再保険の事業間分散と引受リスクの地理的分散を推進し、バランスの取れたポート
フォリオの形成を図ります。2014年度には修正利益1,000億円を目指します。

△200

0

200

400

600

800

1,000

09年度 10年度 11年度 12年度 14年度
（目標）（予想）

■修正利益の推移

14年度(目標) 1,000億円

10年度(実績*1) 527億円

(億円)

550

△119

527

765

248

600

820

680

約17% 約14%

約69%

4%

19%

28%

43%

9%
2%

10%

76%

18% 6%

18%

6%12%

6%

1%

4%

8%

18%

12%

1,000

デルファイ買収による
上乗せ(暫定値) *3

*2*1

アジア生保

アジア生保

デルファイ

フィラデルフィア

フィラデルフィア

その他北米

その他北米

欧州・中東

欧州・中東

中南米

アジア損保

アジア損保

キルン

キルン

再保険

再保険

生保再保険

損保元受

生保再保険

損保元受

*1 2010年度の特殊要素（2011年1月～3月に発生した自然災害発生保険金（279億円）の追込み）を除いた平年ベース修正利益。
*2 タイ洪水など自然災害損失の計画超過分を除いた平年ベース修正利益。
*3 デルファイの表示値は暫定値。2012年度は通期ベース予想利益の50%を表示。
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36

48 48
50 50 50

55

09年度07年度 08年度06年度 10年度 11年度 12年度 14年度13年度
（予想）

魅力的な「配当」 機動的な「自己株式取得」

■1株あたり配当額のイメージ（単位：円）

● 株主還元は配当を基本とし、利益成長に応じて高めていきます。　
● 配当性向は平均的な修正利益（除くEV）の40～50%を目安とします。　
●  自己株式取得は従来通り、市場環境・資本の水準・事業投資機会等を総合的に勘案し、機動的に実施して

いきます。

3. 株主還元

（4） 金融・一般事業
　金融・一般事業におきましては、グループ総合力を更に向上させるべく、各事業会社において専門性を高
めるとともに、グループ各社間の機能的連携を強化していきます。

① 金融事業
　アセットマネジメント事業を中心に、グローバルに受託残高を増やし、収益拡大を図ります。

② 一般事業
　「安心と安全」に関わる商品・サービスをお客様にお届けすることを通じ、国内保険事業をコストと付加
価値の両面から支える取り組みを推進します。
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●自然災害リスクに対するリスク管理の高度化
●巨大リスクに耐えうる財務基盤の確保

●資本効率を高める新たな事業投資
●既存事業の収益性改善
●政策株式の売却

健全性の確保 収益性の向上

リスクアペタイトに従って
リスクと資本をコントロール

AA格を維持できる資本とリスクのバランス 収益の持続的拡大と資本効率の向上

リスクベース経営（ERM）

　東京海上グループでは、グローバルに競争力を発揮できる経営･管理態勢を構築するため、資本とリスクの
バランスを適切にコントロールして財務の健全性を維持しつつ収益性を向上させるリスクベース経営(ERM)
の高度化に向けた取り組みを推進してきました。
　今後も、政策株式の売却継続、リスク分散効果を高めるグローバルな事業展開、自然災害リスク管理の強
化等の取り組みを通じて、リスクベース経営(ERM)をさらに推進し、東京海上グループの強みである財務の
健全性を維持するとともに、持続的な収益の拡大と資本効率の改善に向けた取り組み※を強化していきます。
※�持続的な収益の拡大と資本効率の改善に向けた、東京海上グループの具体的な取り組みについては、新中期経営計画「変革と実行2014」（16
～26ページ）をご確認ください。

　東京海上グループでは、どのようなリスクを、どの程度まで取って、リターンの確保を狙うか、という経営の
基本的な指針を明らかにすることを意図して、リスクアペタイトフレームワークを定めています。

　グループ全体レベルのリスクアペタイトは、以下のとおりです。
　① グローバル保険グループとして、主として保険引受と資産運用においてリスクテイクを行います。
　②  保険引受リスクでは、グローバル展開による持続的成長、リスク分散（安定化）、資本効率の向上を目指

します。
　③ 資産運用リスクでは、資産負債管理（ALM）を軸とし、流動性と利益の安定的確保を目指します。
　④  AA（Aa）格を維持できるリスクと資本のバランスを遵守しつつ、資本コストを上回る収益性の確保を

目指します。

１. リスクアペタイトフレームワーク
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（1） 資本配分制度
　東京海上グループでは、グループ全体のリスクアペタイトフレームワークに基づいて、  各事業・会社に戦
略的に資本を配分しており、この仕組みを資本配分制度と呼んでいます。
　ここで配分する資本とは、財務会計でのバランスシート上の資本額ではなく、グループ統一の尺度に基づ
いて内部的に算出したリスク量に基づく経済価値ベースの資本のことです。
　限られた資本を有効活用して資本効率の向上を持続的に果たしていくためには、グループ全体視点に基づ
いて資本を配分し、よりリスク分散の効果が高まる効率的なポートフォリオを築くことが特に重要となります。
この観点から、リスクアペタイトフレームワークの明確化は、各事業・会社に対する資本配分計画を定める際
の起点となります。
　各事業・会社では、配分された資本の範囲内で事業計画の達成を目指します。

（2） 統合リスク管理
　統合リスク管理と資本配分制度とは、同一のリスクの評価方法に依拠しており、相互に密接な関係がありま
す。東京海上グループでは、リスクの定量化やリスクモデルの高度化に不断に取り組んでおり、取りうる全て
のリスクを定量的に把握し、たとえリスクが顕在化した場合でも実質純資産の範囲内で十分に損失が吸収で
きるように、適切にリスクを管理しています。
　ここでの実質純資産とは、連結貸借対照表上の純資産に異常危険準備金等の各種準備金や生保の保有契
約価値等を加算し、のれん等を減額して調整したものです。

① リスクの定量化
　東京海上グループでは、全てのリスクについて、所定のリスク保有期間および信頼水準を超えて発生する
可能性がある潜在的な損失額を定量化しています。定量化においてはバリューアットリスク（VaR）というリス

2. 資本配分制度と統合リスク管理

　加えて、政策株式リスクや自然災害リスク等、グループ全体視点で影響が大きいリスクカテゴリーについて
は、それぞれについて方針の明確化を図っております。

定性的表現

リスクアペタイトフレームワーク

リスクアペタイト
（リスク選好） リスクカテゴリーレベル

（政策株式リスク、為替リスク、
地震リスク、風水災リスク等）

グループ全体レベル

定量的表現

リスクトレランス／
リスクリミット

（AA格維持に必要となる
定量制限）
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ク指標を採用しています。当社では、AA格の格付けの維持を目的に、AA格の過去の倒産確率等を参考に、
信頼水準を99.95%に設定してリスク量を計測しています。
　また、大規模な自然災害や金融システムの深刻かつ広範な混乱等、将来生じうる不測の事態をストレスシ
ナリオとして想定し、その影響を評価、分析するストレステストもあわせて実施しています。

② リスク許容値の決定
　統合リスク管理は、リスク量を所定のリスク許容値の範囲内に収めることにより、格付けの維持および倒産
の防止を図ることを目的とするものですが、ここでいうリスク許容値とは東京海上グループ全体のリスク量の
上限額のことです。東京海上グループでは、実質純資産の水準を勘案しながら半期ごとにリスク許容値を決
定し、その範囲内にリスク量が収まるように適切な事業運営を行っています。

③ 資本配分計画の検証およびモニタリング
　当社は、グループ全体の資本配分計画におけるリスク量の見込み額がリスク許容値の範囲内に収まること、
すなわち、実質純資産に見合った資本配分計画となっていることを、内部牽制機能を担うリスク管理統括部署
が確認・検証しています。また、定期的にリスク量の状況のモニタリングも行っています。
　資本配分計画では、リスクアペタイトフレームワークに基づき、目指す戦略に応じて取るべきリスクの種類
と規模を定め、統合リスク管理では、これを適切にモニタリングすることで、限られた資本を有効に活用しな
がら、財務の健全性を維持しつつ、安定的に収益性の向上を図っていくことができます。

　2012年3月末時点における東京海上グループの実質純資産は3兆円、AA格の信頼水準（99.95%）で
計算したリスク量は2.6兆円です。実質純資産がリスク量の何倍かを示すエコノミックソルベンシーレシオ 

（ESR）は115%で、AA格に必要な実質純資産を確保しています。

3. エコノミックソルベンシーレシオ（ESR）

2011.9.30
（タイ洪水支払見込反映後） （デルファイ買収反映後）

実質純資産
連結純資産+各種準備金（税後）+生保の保有契約価値-のれん等

リスク量
99.95％VaR、分散効果考慮後

ESR
実質純資産/リスク量
（ESRの株価感応度: 日経平均±1,000円でESR±4%）

122% 115%

2.8
兆円

2.3
兆円

3.0
兆円

2.6
兆円

2012.3.31

■エコノミックソルベンシーレシオ（ESR）の状況
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　東京海上グループでは、グローバルに事業展開を進めていく中で事業ポートフォリオの分散が進んでおり、
これに応じて取りうるリスクも多様化しています。また、昨今の不透明感が強く、変化が激しい事業環境に
おいては、新たなリスク要素の発現にも常に備えていかねばなりません。こうした観点から、リスクの定量化
やリスクモデルの高度化に不断に取り組むとともに、グループ全体を見渡してリスク管理を実施する態勢の
強化を進めております。こうした考え方に基づき、東京海上ホールディングスではグループ全体を統括する
CRO（リスク統括責任者）を設置しております。
　こうした東京海上グループのリスクベース経営（ERM）に対する取り組みは、外部からの評価もいただいて
います。スタンダード＆プアーズ社は、信用格付の決定プロセスの一環としてグローバルな保険会社の
ERM態勢の評価を行っていますが、このERM態勢の評価において、東京海上日動と東京海上日動あんしん
生命は、日本の保険会社（単体）では唯一“Strong”評価を受けています。この“Strong”評価は上位から2
番目の評価ですが、スタンダード＆プアーズ社がERM態勢の評価を行っている世界の保険会社のうち、

“Strong”以上の評価を得ている会社は全体の15%程度（注）と極めて限定的です。

4. リスクベース経営（ERM）態勢のさらなる強化

<修正利益・修正ROEについて>
　東京海上グループでは、以下の定義による修正利益を経営計画や株主還元の指標としています。
　修正利益は損害保険事業に特有の各種準備金の影響を除くとともに、資産の売却・評価損益など、必ずしも損益の源泉
が当期だけに無いものを控除することにより、当期の純粋な損益を明確にした指標となっています。
　また、生命保険事業のように会計的に利益認識が
遅れる損益についても、エンベディッド・バリュー（ＥＶ）の
当期増加額を当期の利益項目と読み替えることにより、
業績や投資に対する成果を認識しやすくしています。

修正利益：各事業の修正利益（下記①〜③）の合計

①損害保険事業※1

②生命保険事業※4

当期純利益
異常危険 
準備金等
繰入額

価格変動
準備金
繰入額

ALM債券・金利
スワップ取引に
関する売却・

評価損益

保有株式・
不動産等に
関する売却
損益・評価損

その他
特別損益・

評価性引当等
+

+

＋

＋

− − −
※2 ※2

※3

①損害保険事業

②生命保険事業※4 ③その他の事業
　財務会計上の純資産

③その他の事業
　財務会計上の当期純利益

修正資本：各事業の修正資本（下記①〜③）の合計

修正利益

財務会計上の
資本

異常危険 
準備金等

価格変動
準備金修正資本

＝

＝

エンベディッド・
バリュー（EV）　  
の当期増加額

増資等
資本取引−※5修正利益 ＝

エンベディッド・
バリュー（EV）　修正資本 ＝ ※5

※1 ※1

※1�各調整額は税引き後
※2�戻入の場合はマイナス
※3��ALM＝資産・負債総合管理��

ALM�の負債時価変動見合いとして除外
※4��海外の一部の生保については③の基準により算出
※5��純資産価値に、保有契約から将来得られるであろう

利益の現在価値を加えた指標

修正ＲＯＥ 修正利益 修正資本
（平均残高ベース）

＝ ÷

（注）スタンダード＆プアーズ社が公表するレポートから、当社が独自に集計。

30 東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012

経営戦略



東京海上グループの事業会社紹介 32
東京海上ホールディングス連結ベース 34
　　2011年度連結決算概要／2012年度の連結決算予想
国内損害保険事業 39
　　東京海上日動火災保険株式会社
　　　　2011年度の実績／2012年度の業績予想
　　日新火災海上保険株式会社
　　　　2011年度の実績／2012年度の業績予想
国内生命保険事業 47
　　東京海上日動あんしん生命保険株式会社
　　　　2011年度の実績／2012年度の業績予想
　　東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社
　　　　2011年度の実績／2012年度の業績予想
海外保険事業 53
　　2011年度の実績
　　　　フィラデルフィア／キルン／再保険事業
　　2012年度の業績予想
　　　　フィラデルフィア／キルン／再保険事業
　　デルファイ
金融・一般事業 62
　　2011年度の実績
　　2012年度の業績予想
　　東京海上ブループの金融事業について
資産運用戦略 63
　　2011年度東京海上グループの資産運用の概況
　　東京海上グループ資産運用戦略
　　東京海上日動火災の資産運用方針

事業概況



Sao Paulo Sao Paulo Sao Paulo Sao Paulo 

 Chicago New York New York New York New York 
Bala CynwydBala Cynwyd

Los Angeles Los Angeles Los Angeles 

Mexico City Mexico City Mexico City 

Nashville 
 San Francisco  San Francisco  San Francisco 

Atlanta 

VancouverVancouverVancouverVancouver

Hamilton (Bermuda)

Honolulu 

海外保険事業

東京海上グループは、東京海上ホールディングスならびに世界に展開する子会社220社および関連会社

28社より構成されています。日本国内および世界38の国･地域に拠点を設け、損害保険、生命保険、

金融・一般事業を幅広く提供しています。

海外拠点：38の国・地域、446都市
駐在員数：202名
現地スタッフ数：約23,000名� （2012年3月31日現在）

　東京海上日動をはじめとする東京海上グループ各社や、専門機関・アライ
アンスパートナーと連携し、企業が抱えるさまざまなリスクについて万全の
対策を講じられるよう、あらゆる角度からとらえたリスクソリューションを提
案しています。絶えず多様化、複雑化して
いる企業・組織のリスクに対し、より的確
かつ迅速に対応できるよう、コンサル
ティング領域も時代と共に進化しています。

　主に企業年金・公的年金等の運用受託、個人を中心とするお客様の資産運
用ニーズに対応した投資信託の設定・運用、確定拠出年金向け投資信託の提
供等を通じ、質の高い運用サービスの提供に努めています。また、ニューヨーク、
ロンドン、シンガポール、上海にも子会社・
駐在員事務所を有し、グローバルな運用
ニーズに幅広く対応しています。今後も、
独自の徹底的な調査と分析に基づく「一貫
した運用哲学」を原点とし、顧客満足度の
高い会社を目指していきます。

　東京海上グループの再保険事業をリードする中核会社です。主として欧米の
巨大自然災害リスクに関する再保険を引受けることで東京海上グループの
リスク分散を図ることを目的として2000年3月に設立されました。収益重視
の引受方針のもと、自然災害モデル等を駆使
した先進的なリスク管理により収益性の高い
ポートフォリオ構築を実現してきました。
2010年からは一危険リスクに関する再保険
の引受を開始し、2011年からはスイスお
よびオーストラリアに支店を設立するなど、
種目的・地域的に分散が図られたポートフォ
リオの構築により、東京海上グループへの
安定的な収益貢献を目指しています。

　2012年5月、東京海上グループの一員と
なった従業員福利厚生関連商品に特化した
米国の生命保険・損害保険グループです。
傘下の生保会社であるリライアンス・スタン
ダード社は1907年設立、損保保険会社であ
るセーフティ・ナショナル社は1942年設立
という長い歴史・事業経験を有しており、強
固なアンダーライティング力、販売チャネル
との強力な信頼関係、資産運用のエキスパ
ティーズ等を強みとし、他社を凌駕する高成
長・高収益を実現しています。今後、東京海
上グループの強みを組み合わせることにより、
更なる事業拡大を推進します。

Delphi Financial Group

（2011年12月31日現在　現地財務会計ベース）

　2008年3月、東京海上グループの一員と
なった英国ロイズ保険市場を代表する保険
グループです。保険引受能力がロイズ市場
の中でも最大級であるばかりでなく、その卓
越した引受エキスパティーズには定評があり、
これまでも着実に収益の拡大を実現してい
ます。今後、東京海上グループの持つ資本力
等の強みとの組み合わせにより、ロイズ市場
において更なる成長を目指します。

　2008年12月、東京海上グループの一員
となった米国損害保険グループです。卓越し
た商品開発力、規律あるオペレーション、多
様な販売チャネルを活用したマーケティング
力等を強みとし、1962年の創業以来、一貫
して高成長・高収益を実現しています。今後、
東京海上グループの強みとの相乗効果を図
り更なる成長を目指します。

Kiln Group

Tokio Millennium Re

設立 1962年
総資産 7,417百万米ドル
従業員数 1,573名

（2011年12月31日現在　現地財務会計ベース、従業員数は2012年3月31日現在）

（2011年12月31日現在　現地財務会計ベース、従業員数は2012年3月31日現在）

金融・一般事業
東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社

設立 1985年12月9日
資本金 20億円
受託残高 5兆3千億円
従業員数 220名

（2012年7月1日現在、受託残高
は2012年3月31日時点）

Philadelphia� Insurance�
Companies本社

設立 1987年
総資産 8,634百万米ドル
従業員数 1,964名

Philadelphia Insurance Companies

設立 1962年
総資産 1,343百万英ポンド
従業員数 372名

設立 2000年
総資産 1,880百万米ドル
従業員数 72名

（2011年12月31日現在　現地財務会計ベース、従業員数は2012年3月31日現在）

設立 1996年8月1日
総資産 16億円
従業員数 199名

（2012年3月31日現在）
32 東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012

東京海上グループの事業会社紹介



Sydney 

Hong Kong（香港）

BeijingBeijing（北京）（北京）

Chengdu（成都） Hangzhou（杭州）

Suzhou（蘇州）

CairoCairoCairoCairoCairoCairoCairoCairo

DubaiDubaiDubaiDubaiDubai

London London London London 

Brussels Brussels 

Taipei（台北）Jeddah Jeddah Jeddah Jeddah Jeddah Jeddah 

Shanghai（上海）

Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City 
Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur 

Singapore Singapore Singapore Singapore 

Jakarta 

New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi 

Manila Guam 

Tokyo（東京）

Moscow 

MelbourneMelbourneMelbourneMelbourneMelbourneMelbourneMelbourne
Auckland

ZurichZurichZurichZurichZurichZurichZurich

RiyadhRiyadh

Al KhobarAl KhobarAl KhobarAl Khobar

ManamaManamaManama

Shenzhen（深圳）

Mumbai Mumbai Mumbai Mumbai 
ChennaiChennai

（大連）

国内損害保険事業

当グループの主要拠点

　「お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点におき、変額年金保険・変額
保険等の事業を通じて『人生の豊かさと安心』を提供し、豊かで快適な
社会生活と経済の発展に貢献する」という経営理念に掲げたビジョンの
実現に取り組んでいます。

東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社

設立 1996年8月13日
資本金 680億円
保有契約高＊ 2兆7,067億円
総資産 2兆2,393億円
従業員数 263名

＊保有契約高=個人保険+個人年金保険
（2012年3月31日現在）設立 1996年8月6日

資本金 550億円
保有契約高＊ 19兆7,781億円
総資産 3兆8,831億円
従業員数 2,254名

＊保有契約高=個人保険+個人年金保険
（2012年3月31日現在）

　東京海上グループの中核事業である保険事業の
うち、生命保険事業の中心的役割を担う事業会社です。
　1996年の開業以来、「お客様本位の生命保険事業」
を基本方針に、革新的な商品と、代理店やライフパー
トナー等を通じたお客様のニーズに合った生命保険
販売により、生命保険業界でも有数のスピードで成長
を遂げてきました。これからも、多様化するお客様の
ニーズを的確にとらえ、業務モデルの更なる革新に
取り組み、「日本一 お客様・代理店さんから信頼さ
れる保険会社」を目指していきます。

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

国内生命保険事業

東京海上日動火災保険株式会社 日新火災海上保険株式会社
　2004年10月、それぞれ125年・90年の歴史を有
する東京海上と日動火災が合併し、国内損害保険業界の
リーディングカンパニーとして新たにスタートしました。
　健全な財務体質、高い専門性に裏付けられた商
品・サービス開発力やリスクコンサルティング力、ま
た、充実した代理店網や損害サービス網、世界に広
がるネットワーク等を強みとし、お客様に品質で選
ばれ成長し続ける会社を目指していきます。

　主に国内リテール市場に軸足を置き、地域に
根ざした営業活動を行う損害保険会社です。

「お客様本位の保険会社」として、損害保険業
界のトップランナーとなることを目指し、あらゆ
る業務をお客様の視点で見直し、日々改善を進
めています。今後もお客様本位の安心と補償
をお届けし、最も身近で信頼されるリテール損
害保険会社を目指し努力していきます。

設立 1879年8月1日
資本金 1,019億円
総資産 8兆3,680億円
従業員数 17,465名

（2012年3月31日現在）

設立 1908年6月10日
資本金 203億円
総資産 4,089億円
従業員数 2,606名

（2012年3月31日現在）
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（単位：億円）

2010年度 2011年度
実 績 前年増減率 実 績 前年増減額 前年増減率

経常収益 32,886 △7.9% 34,159 1,273 3.9%
　保険引受収益 28,740 △3.2% 29,781 1,040 3.6%
　　うち正味収入保険料 22,721 △0.9% 23,244 523 2.3%
　　うち収入積立保険料 1,253 △9.5% 1,416 163 13.0%
　　うち生命保険料 4,053 △12.8% 3,445 △608 △15.0%
　資産運用収益 3,477 △35.2% 3,729 251 7.2%
　　うち利息及び配当金収入 2,199 6.3% 2,262 63 2.9%
　　うち有価証券売却益 1,374 73.7% 1,394 19 1.4%
　　うち金融派生商品収益 304 － ー △304 △100.0%
　　うち特別勘定資産運用益 ー △100.0% 526 526 ー
　その他経常収益 667 0.8% 649 △17 △2.7%
経常費用 31,620 △6.1% 32,556 936 3.0%
　保険引受費用 25,129 △8.1% 26,983 1,854 7.4%
　　うち正味支払保険金 13,397 △0.4% 16,600 3,203 23.9%
　　うち諸手数料及び集金費 4,484 △3.5% 4,456 △28 △0.6%
　　うち生命保険金等 1,662 59.7% 1,551 △111 △6.7%
　　うち支払備金繰入額 1,765 1,829.1% 780 △985 △55.8%
　　うち責任準備金等繰入額 70 △98.4% ー △70 △100.0%
　資産運用費用 1,057 60.0% 381 △676 △63.9%
　　うち有価証券売却損 136 16.3% 182 45 33.3%
　　うち有価証券評価損 245 △14.5% 101 △143 △58.6%
　　うち金融派生商品費用 ー △ 100.0% 19 19 ー
　　うち特別勘定資産運用損 282 － ー △282 △100.0%
　営業費及び一般管理費 5,344 △3.5% 5,155 △189 △3.5%
　その他経常費用 126 △41.9% 93 △32 △25.9%
経常利益 1,265 △37.8% 1,603 337 26.7%
特別利益 53 4.2% 49 △4 △8.5%
特別損失 242 △11.5% 119 △123 △50.7%
税金等調整前当期純利益 1,076 △40.5% 1,532 455 42.3%
法人税等合計 342 △32.4% 1,468 1,126 329.3%
少数株主損益調整前当期純利益 734 － 63 △670 △91.3%
少数株主利益 15 △27.1% 3 △11 △74.4%
当期純利益 719 △44.0% 60 △659 △91.7%

　2011年度の東京海上グループ連結収支は、経常収益34,159億円（前年増減＋1,273億円）、経常
利益1,603億円（同＋337億円）、当期純利益60億円（同△659億円）となりました。

2011年度　連結決算概要
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経常利益・当期純利益
　以下を主因として、経常利益は前年度に比べ337億円の増益、当期純利益は659億円の減益となりました。
●  東京海上日動において、経常利益は増益となったもののタイ洪水に係る子会社支援費用による特別損失や、

法人税率引き下げによる繰延税金資産取崩等により、当期純利益が減益となったこと
●  国内生保事業において、あんしん生命は法人税率引き下げによる繰延税金資産取崩の影響等を受けた

が、保有契約の拡大により増益となった一方、フィナンシャル生命は責任準備金の追加積立を主因として
減益となったこと

●  海外保険事業において、米国竜巻やタイ洪水等の自然災害が多発したこと等により、減益となったこと

経常収益
●  正味収入保険料は、東京海上日動や日新火災などにおいて自動車保険が増収したことに加え、海外保険事業

においても増収となったことにより、前年度に比べ523億円増（前年増減率＋2.3%）となりました。
●  生命保険料は、あんしん生命で保有契約の順調な拡大により増収となったものの、フィナンシャル生命に

おいて大幅な減収となったことを主因として、608億円減（同△15.0%）となりました。
●  資産運用収益は、前年度にフィナンシャル生命で計上した特別勘定資産運用損が、市場環境の改善により

運用益に転じたことを主因として、前年度に比べ251 億円増（同＋7.2%）となりました。
●  経常収益は、上記の結果、前年度に比べ1,273億円増（同＋3.9%）となりました。

「追込み計上」について
　2011年2月のニュージーランド地震と3月の東日本大震災によって海外保険会社が計上した発生保険金に
ついては、海外保険会社単体の決算期間は、1～12月となっていることから、単体ベースでは2011年度の
損失として認識されます。一方で、グループの連結決算（決算期間は４～3月）においては重要な事象として、
2010年度に損失の計上を行っております。

海外保険会社
単体決算

HD連結決算 2010年度

追込み計上の概念図

2010.
1.

2010.
12.

2010.
4.

2011.
12.

2010年度 2011年度

2月：ニュージーランド地震
3月：東日本大震災

単体決算上は2011年度の損失であるが、
連結決算上では2010年度決算に反映
（追込み計上）

2011.
3.
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修正利益
　2011年度のグループ合計修正利益は、前年度に比べ916億円減益の△195億円となりました。
　これは、主に以下の要因によります。
　　　●��国内損害保険事業については、東京海上日動において、タイ洪水に係る発生保険金が増加したことや

法人税率引き下げによる繰延税金資産取崩の影響等により、前年度に比べ424億円減益の△187
億円となったこと

　　　●��国内生命保険事業については、あんしん生命において、収益性の高い商品の販売が好調であった
ことや税制改正の影響により、EV増減額が前年度に比べ271億円増加し、764億円となった一方、
フィナンシャル生命において、新規販売の一時休止や再保険契約の見直しによる責任準備金積立
により、前年度に比べ404億円減少し、△613億円となったこと

　　　●��海外保険事業において、タイ洪水に係る発生保険金を計上したことを主因に、前年度に比べ367億円
減益の△119億円となったこと
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（注）�本誌に記載しております業績の見通しは、2011年度決算時の年初における業績見通しであり、事業環境の変化等に伴い今後修正させていただく
場合がございます。

　2012年度連結決算については、経常利益1,650億円（前年増減+46億円）、当期純利益1,050億円
（同+989億円）を予想しています。

経常利益・当期純利益

　以下を主因として、経常利益は前年度に比べて46億円増（前年増減率+2.9%）、当期純利益は989億円増
（同+1,649.5%）を予想。

●  東京海上日動は、異常危険準備金取崩益が減少するものの、自然災害に係る発生保険金を平年並みと
見込むことから、保険引受利益は増益を見込む。一方、政策株式の売却益の減少などにより、資産運用収益は
大幅な減少を見込むため、経常利益は減益となるものの、法人税率引き下げの反動などにより当期純利益は
増益を見込む。

●  あんしん生命は、保有契約規模の拡大に加え、法人税率引き下げの反動などにより増益を見込む。
●  海外保険会社は、米国竜巻やタイ洪水等の自然災害に係る発生保険金の反動等により増益を見込む。

（単位：億円）

2011年度 2012年度
実 績 予 想 前年増減額 前年増減率

東京海上ホールディングス連結 1,603 1,650 46 2.9%
　東京海上日動 2,121 1,170 △951 △44.8%
　日新火災 42 22 △20 △47.8%
　あんしん生命 208 228 19 9.2%
　フィナンシャル生命 △149 △175 △25 ―
　海外保険会社合計 △423 811 1,234 ―
　2011年第1四半期自然災害ロスの追込み 334 ― △334 △100.0%
　金融・一般事業会社合計 15 24 8 54.5%

■ 経常利益

（単位：億円）

2011年度 2012年度
実 績 予 想 前年増減額 前年増減率

東京海上ホールディングス連結 60 1,050 989 1,649.5%

■ 当期純利益

2012年度の連結決算予想
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　2012年度の東京海上グループ合計の修正利益につきましては、前年度に比べ1,845億円増の1,650億円を
予想しております。
　事業ドメイン別の予想は次のとおりです。
　　　●��国内損害保険事業については、東京海上日動における自然災害発生保険金の改善や法人税率引き

下げの反動を主因として、前年度に比べ681億円増の420億円を見込む
　　　●��国内生命保険事業については、あんしん生命において、引続き順調な成長によりEVは増加するものの、

2011年度における法人税率引き下げに基づく増益要因の反動により前年度に比べ224億円減益の
540億円を見込む一方、フィナンシャル生命においては、2011年度における再保険契約の見直しや
新規販売の一時休止等に基づく減益要因の反動により、603億円増益の△10億円を見込むことに
より、前年に比べ371億円増益の530億円を見込む

　　　●��海外保険事業については、デルファイの新規連結効果により80億円の増益を見込んでいる他、各事業
会社における収益性向上や、自然災害に係る損失の改善等により、799億円増益の680億円を見込む

修正利益

2012年度グループ修正利益予想 （単位：億円）

事業ドメイン 2009年度実績 2010年度実績 2011年度実績 2012年度予想 前年増減
国内損害保険事業 462 204 △261 420 681
　東京海上日動 546 237 △187 450 637
　日新火災 2 13 △16 20 36
　その他 △ 86 △ 46 △57 △50 7
国内生命保険事業 520 275 159 530 371
　あんしん生命※ 322 492 764 540 △224
　フィナンシャル生命 192 △ 209 △613 △10 603
　その他 5 △ 8 8 0 △8
海外保険事業 765 248 △119 680 799
　　フィラデルフィア 285 231 132 210 78
　　デルファイ ― ― ― 80 80
　　北米 83 50 72 40 △32
　　キルン 105 100 △50 130 180
　　欧州・中東 11 11 △6 10 16
　　中南米 △ 61 △ 6 7 20 13
　　アジア 52 54 △522 70 592
　　再保険 219 68 △33 110 143
　損害保険事業 697 505 △397 670 1,067
　生命保険事業 78 30 10 20 10
　自然災害ロスの追込み ー △ 279 279 ― △279
金融・一般事業 △ 94 △ 7 26 20 △6
グループ合計 1,654 720 △195 1,650 1,845
グループ合計ROE 5.8% 2.4% △0.7% 5.8% 6.5%

東京海上日動
の財務会計上
の当期純利益

860億円

異常危険 
準備金等繰入
（税引後）

71億円

価格変動
準備金繰入
（税引後）

24億円

ALM債券・金利
スワップ取引に
関する売却・

評価損益
（税引後）

4億円

保有株式・
不動産等に

関する売却・
評価損益

（税引後）

223億円

その他特殊要素
（税引後）

136億円

− ＋ − − − ＝
東京海上日動の

修正利益

450億円

※資本取引の影響を除く
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　東京海上日動の2011年度の収支は、正味収入保険料17,830億円（前年増減+402億円）、経常利益
2,121億円（同+663億円）、当期純利益232億円（同△775億円）となりました。

　国内損害保険事業を行う主な事業会社である東京海上日動と日新火災の2011年度実績ならびに
2012年度の業績予想について説明申し上げます。

東京海上日動

（単位：億円）

2010年度 2011年度
実 績 前年増減率 実 績 前年増減額 前年増減率

経常収益 23,179 2.7% 25,365 2,186 9.4%
　保険引受収益 20,741 △1.9% 22,837 2,096 10.1%
　　うち正味収入保険料 17,427 0.4% 17,830 402 2.3%
　　うち収入積立保険料 1,181 △9.4% 1,361 179 15.2%
　　うち支払備金戻入額 ー △100.0% 174 174 ―
　　うち責任準備金戻入額 1,505 △6.3% 2,885 1,380 91.7%
　資産運用収益 2,361 73.2% 2,433 72 3.1%
　　うち利息及び配当金収入 1,376 26.9% 1,418 41 3.0%
　　うち積立保険料等運用益振替 △624 △2.1% △584 39 △6.4%
　　うち有価証券売却益 1,267 75.4% 1,402 134 10.6%
　　うち金融派生商品収益 234 105.1% 96 △138 △58.8%
　その他経常収益 77 1.1% 94 17 22.1%
経常費用 21,721 2.9% 23,244 1,522 7.0%
　保険引受費用 18,217 4.3% 20,008 1,790 9.8%
　　うち正味支払保険金 10,942 △0.2% 13,707 2,764 25.3%
　　うち損害調査費 817 △0.3% 834 17 2.1%
　　うち諸手数料及び集金費 3,009 △1.2% 3,011 2 0.1%
　　うち満期返戻金 2,575 △0.8% 2,422 △153 △6.0%
　　うち支払備金繰入額 832 ー ― △832 △100.0%
　資産運用費用 323 △9.8% 235 △87 △27.2%
　　うち有価証券売却損 71 62.4% 136 65 91.7%
　　うち有価証券評価損 136 △ 45.1% 49 △87 △63.8%
　　うちその他運用費用 58 358.5% 15 △42 △73.4%
　営業費及び一般管理費 3,130 △ 1.0% 2,968 △161 △5.2%
　その他経常費用 50 △ 58.1% 31 △18 △36.8%
経常利益 1,457 △ 1.1% 2,121 663 45.5%
特別利益 29 △ 21.4% 41 11 37.5%
特別損失 189 6.2% 592 403 213.4%
税引前当期純利益 1,298 △ 2.7% 1,569 271 20.9%
法人税等合計 291 △ 25.2% 1,337 1,046 359.3%
当期純利益 1,007 6.6% 232 △775 △77.0%

2011年度の実績
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2010年度 2011年度
実 績 前年増減率 実 績 前年増減 前年増減率

保険引受利益 △311 △138.0% △11 299 ―
正味損害率＊  62.0% （67.5%）  69.3% （81.6%）  7.3% （14.1%）

正味事業費率＊  35.1% （33.5%）  34.0% （32.0%）  △1.2% （△1.5%）

コンバインドレシオ＊  97.2% （101.0%）  103.3% （113.5%）  6.1% （12.6%）

資産運用損益 2,037 102.9% 2,197 160 7.9%
単体ソルベンシー・マージン比率※ 603.4% 629.7%  26.3%

（単位：億円）

保険引受利益
●  正味収入保険料は、料率改定を主因として自動車保険が増収したこと等により、前年度に比べ402億円

増（前年増減率＋2.3%）となりました。
●  保険引受損益は、東日本大震災・台風等の自然災害に係る発生保険金の増加や10年度の円高の進行に

よる外貨建支払備金積増し負担減の反動といった減益要因があったものの、支払保険金増加による異常
危険準備金の取崩益の増加を主因として、299億円増益となりました。

資産運用損益
　政策株式売却金額の増加による有価証券売却益の増加や市場環境の改善による有価証券評価損の改善を
主因として、前年度に比べ160億円の増益となりました。

当期純利益
　経常利益は663億円の増益となったものの、タイ洪水に係る子会社支援費用による特別損失の計上や法人
税率引き下げによる繰延税金資産の取崩を主因として、前年度に比べ775億円の減益となりました。

正味損害率※

　東日本大震災や台風等に係る自然災害支払保険金の増加を主因として、前年度対比7.3ポイント上昇し、
69.3%となりました。

正味事業費率※

　システム開発費の減少等による物件費の減少を主因として1.2ポイント改善し、34.0%となりました。

コンバインドレシオ※

　損害率の悪化により、6.1ポイント悪化の103.3%となりました。

※いずれも民保W/Pベース数値。

＊地震・自賠責保険を除いた民保ベースの数値。（　）は全種目ベースの数値。
※2010年度の数値は、2011年度の基準を2010年度にも適用した場合の数値です。

修正利益
　東京海上日動の修正利益は、タイ洪水や台風12・15号など国内外の自然災害の影響等により、△187億円
（前年増減△424億円）となりました。
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　東京海上日動の2012年度業績につきましては、正味収入保険料は18,400億円(前年増減率＋3.2％ )、
経常利益1,170億円（同△44.8％）、当期純利益は860億円（同+270.6％）を予想しています。

（単位：億円）

2011年度 2012年度
実 績 予 想 前年増減 前年増減率

保険引受利益 △11 440 451 ―
　正味収入保険料 17,830 18,400 569 3.2%
　正味支払保険金※ △14,542 △12,888 1,653 △11.4%
　支払備金積減 174 369 194 111.8%
　異常危険準備金積減 695 106 △588 △84.7%
資産運用損益 2,197 964 △1,233 △56.1%
　利息及び配当金収入 1,418 1,218 △200 △14.1%
　有価証券売却損益 1,265 293 △972 △76.8%
経常利益 2,121 1,170 △951 △44.8%
特別損益 △551 △15 536 △97.2%
当期純利益 232 860 627 270.6%

2011年度 2012年度
実 績 予 想 前年増減 前年増減率

正味損害率＊ 69.3% (81.6%） 65.5% （70.0％） △3.8%（△11.5％）

正味事業費率＊ 34.0% (32.0%） 33.6% （31.7％） △0.4% （△0.3％）

コンバインドレシオ＊ 103.3%(113.5%） 99.1%（101.8％） △4.1%（△11.8％）

保険引受利益
　保険引受利益は、以下を主因として451億円の増益を予想。
　　 自動車保険の料率改定効果等による正味収入保険料の増加
　　 タイ洪水・台風等の自然災害に係る発生保険金の反動
　　 自然災害発生保険金の見込みは、近年の自然災害発生状況を踏まえ300億円へ変更
　　 支払保険金減少による異常危険準備金取崩額の減少

資産運用損益
　資産運用損益は、以下を主因として1,233億円の減益を予想。
　　 海外子会社からの配当金減少などによる利配収入の減少
　　 政策株式売却金額の減少による有価証券売却益の減少

※損害調査費を含む。
＊地震・自賠責保険を除いた民保ベースの数値。（　）は全種目ベースの数値。
（注）上表においては、符号の方向は利益方向に一致するように表示。

2012年度の業績予想

（注）「 」は増益要因、「 」は減益要因を示しています。

（注）「 」は減益要因を示しています。
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（単位：億円）

2010年度 2011年度 2012年度
実 績 実 績 前年増減 予 想 前年増減

コンバインドレシオ 97.2% 103.3% 6.1% 99.1% △4.1%

損害率 62.0% 69.3% 7.3% 65.5% △3.8%

　支払保険金＊ 9,412 10,715 1,303 10,493 △222

事業費率 35.1% 34.0% △1.2% 33.6% △0.4%

　事業費 5,332 5,250 △81 5,383 132

　　　社費率 16.0% 15.2% △0.9% 14.9% △0.3%

　　　　　社費 2,435 2,343 △92 2,384 40

　　　代手率 19.1% 18.8% △0.3% 18.7% △0.1%

　　　　　代手 2,896 2,907 10 2,999 91

当期純利益
　経常利益は減益を見込むものの、当期純利益は以下を主因として627億円の増益を予想。
　　 タイ洪水に係る子会社支援費用による特別損失の反動
　　 法人税率引き下げによる繰延税金資産取崩の反動

正味損害率※

　タイ洪水に係る保険金支払の進行等があるものの、東日本大震災や台風等に係る自然災害支払保険金の反動
により、3.8ポイント改善の65.5%を予想。

正味事業費率※

　社費削減の継続や代手率の改善等を主因として、0.4ポイント改善の33.6%を予想。

コンバインドレシオ※

　上記の結果、4.1ポイント改善の99.1%を予想。

※いずれも民保W/Pベース数値。

コンバインドレシオの推移（民保（除く自賠責・地震）：W/Pベース）

■ 民保W/Pベース

2010年度 2011年度
実 績 実 績 前年増減

損害率 66.2% 69.8% 3.6%

■ ご参考：民保E/Iベース損害率

＊損害調査費を含む

（注）「 」は増益要因を示しています。

修正利益
　2012年度の東京海上日動の修正利益は、自然災害発生保険金の改善や法人税率引き下げの反動等により、
前年度に比べ637億円増の450億円を予想しています。
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2011年度の実績

＊損害調査費を含む

　日新火災の2011年度の決算につきましては、正味収入保険料は1,366億円（前年増減+25億円）と、
前年度に比べ1.9%の増収となりました。また、経常利益は42億円（同+16億円）となりましたが、当期純利益
は△47億円（同△62億円）と純損失となりました。

日新火災

（単位：億円）

2010年度 2011年度
実 績 前年増減率 実 績 前年増減額 前年増減率

経常収益 1,654 △ 1.0% 1,717 62 3.8%
　保険引受収益 1,547 △ 0.8% 1,643 96 6.2%
　　うち正味収入保険料 1,340 1.7% 1,366 25 1.9%
　　うち収入積立保険料 71 △ 10.7% 54 △16 △23.0%
　　うち支払備金戻入額 ― ― 3 3 ―
　　うち責任準備金戻入額 109 △ 18.3% 195 85 78.1%
　資産運用収益 101 △ 7.3% 72 △29 △28.6%
　　うち利息及び配当金収入 55 △ 3.8% 46 △8 △15.3%
　　うち積立保険料等運用益振替 △ 25 ー △23 2 ―
　　うち有価証券売却益 63 △ 4.8% 42 △21 △33.3%
　　うち有価証券償還益 4 △ 58.3% 2 △2 △53.9%
　　うち金融派生商品収益 3 216.5% 4 1 30.6%
　その他経常収益 5 413.4% 1 △4 △75.5%
経常費用 1,629 1.4% 1,675 45 2.8%
　保険引受費用 1,350 3.6% 1,421 70 5.2%
　　うち正味支払保険金 815 4.7% 952 136 16.8%
　　うち損害調査費 71 △ 1.8% 90 19 27.1%
　　うち諸手数料及び集金費 245 0.3% 239 △6 △2.5%
　　うち満期返戻金 163 △ 14.6% 137 △25 △15.6%
　　うち支払備金繰入額 53 251.3% ― △53 △100.0%
　資産運用費用 16 △ 20.9% 9 △6 △41.7%
　　うち有価証券売却損 1 △ 72.7% 8 7 558.9%
　　うち有価証券評価損 11 9.8% 0 △11 △99.9%
　　うち有価証券償還損 1 △ 51.1% 0 △1 △54.8%
　営業費及び一般管理費 261 △ 6.3% 242 △ 18 △7.0%
　その他経常費用 0 △ 65.8% 1 0 40.2%
経常利益 25 △ 60.8% 42 16 67.3%
特別利益 5 △ 58.5% 0 △5 △91.4%
特別損失 9 148.4% 4 △5 △53.3%
税引前当期純利益 21 △ 71.1% 38 16 78.7%
法人税等合計 6 △ 80.3% 85 79 1,291.7%
当期純利益 15 △ 64.5% △47 △62 △413.0%
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2010年度 2011年度
実 績 前年増減率 実 績 前年増減 前年増減率

保険引受利益 △58 ー △30 28 ー
正味損害率＊  62.2% （66.2%）  64.3% （76.4%）   2.1% （10.2%）

正味事業費率＊  38.5% （37.3%）  36.2% （34.9%）  △2.2% （△2.5%）

コンバインドレシオ＊  100.6% （103.5%）  100.5% （111.2%）  △0.1% （7.7%）

資産運用損益 85 △4.1% 62 △22 △26.0%
単体ソルベンシー・マージン比率※ 633.1% 570.4% △62.7%

（単位：億円）

保険引受利益
　保険引受利益は、自動車保険の料率改定を主因とする正味収入保険料の増加（前年増減率＋1.9%）に加え、
代理店手数料評価の見直しによる手数料の減少や社費の削減効果により、台風等の自然災害に係る支払保険金
の増加があったものの、前年度に比べ28億円増益となりました。

資産運用損益
　利息及び配当金収入の減少、有価証券売却益の減少等により、22億円の減益となりました。

当期純利益
　税引前当期純利益が改善したものの、法人税率引き下げに伴う繰延税金資産の取崩し等の影響を受け、
当期純利益は前年度に比べ62億円の減益となりました。

＊地震・自賠責保険を除いた民保ベースの数値。（　）は全種目ベースの数値。
※2010年度の数値は、2011年度の基準を2010年度にも適用した場合の数値です。

修正利益
　2011年度の日新火災の修正利益は、前年度に比べ30億円減益の△16億円となりました。
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 日新火災の2012年度業績につきましては、正味収入保険料は前年度に比べ1.2%増の1,382億円、経常
利益は同47.8%減の22億円、当期純利益は12億円（黒字転換）を予想しております。

（単位：億円）

2011年度 2012年度
実 績 予 想 前年増減 前年増減率

保険引受利益 △30 3 33 ―
　正味収入保険料 1,366 1,382 15 1.2%
　正味支払保険金 952 818 △133 △14.1%
　支払備金積減 3 △1 △4 ―
　異常危険準備金積減 8 △6 △15 ―
資産運用損益 62 20 △42 △66.9%
　利息及び配当金収入 46 43 △3 △8.0%
　有価証券売却損益 34 4 △30 △88.3%
経常利益 42 22 △20 △47.8%
特別損益 △3 △2 1 ―
当期純利益 △47 12 59 ―

2011年度 2012年度
実 績 予 想 前年増減 前年増減率

正味損害率＊ 64.3% （76.4%） 61.5% （65.3％） △2.8%（△11.1％）

正味事業費率＊ 36.2% （34.9%） 36.0% （34.6％） △0.2% （△0.3％）

コンバインドレシオ＊ 100.5%（111.2%） 97.5% （99.9％） △3.0%（△11.4％）
＊地震・自賠責保険を除いた民保ベースの数値。（　）は全種目ベースの数値。

保険引受利益
　保険引受利益は、以下を主因として前年度に比べ33億円の増益を予想。
　●  正味収入保険料において、自動車保険における料率改定効果を主因として増収を見込む
　●  正味支払保険金において、平年並みの自然災害を見込むこと等により2011年度対比で減少
　●  事業費において、代理店手数料体系の見直しの他、業務効率化を推進し事業費の削減を図る

資産運用損益
　有価証券売却益の減少等により、前年度に比べ42億円の減益を予想。

当期純利益
　経常利益は減益を見込むものの、法人税率引き下げによる影響の反動等により、前年度に比べ59億円の
増益を見込む。

正味損害率※

　正味収入保険料の増収に加え、正味支払保険金において平年並みの自然災害を見込むこと等により、2.8
ポイント改善の61.5%を予想。

2012年度の業績予想
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正味事業費率※

　正味収入保険料の増収に加え、代理店手数料評価の見直しによる手数料率低下の影響等により、0.2ポイント
改善の36.0%を予想。

コンバインドレシオ※

　上記の結果、3.0ポイント改善の97.5%を予想。

※いずれも民保W/Pベース数値。

修正利益
　2012年度の日新火災の修正利益は、前年度に比べ36億円増益の20億円を予想しております。
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　東京海上日動あんしん生命の2011年度の業績は、保険料等収入は前年度に比べ296億円増の5,055
億円、経常利益は同64億円増の258億円となりました。また、当期純利益は60億円となりました。

　国内保険事業を行う東京海上日動あんしん生命と東京海上日動フィナンシャル生命の2011年度の実績
ならびに2012年度の業績予想についてご説明いたします。

東京海上日動あんしん生命

（単位：億円）

2010年度 2011年度
実 績 前年増減率 実 績 前年増減額 前年増減率

経常収益 5,534 5.8% 5,793 259 4.7%
　保険料等収入 4,759 4.1% 5,055 296 6.2%
　　　うち保険料 4,701 3.5% 4,970 269 5.7%
　資産運用収益 728 17.7% 691 △37 △5.1%
　　　うち利息及び配当金等収入 631 8.2% 631 0 0.0%
　その他経常収益 46 17.9% 47 0 1.9%
経常費用 5,339 3.4% 5,535 195 3.7%
　保険金等支払金 2,408 24.4% 2,426 18 0.8%
　　　うち保険金 393 4.6% 478 84 21.5%
　　　うち給付金 799 179.9% 602 △196 △24.6%
　　　うち解約返戻金 1,073 △6.4% 1,182 108 10.2%
　責任準備金等繰入額 1,731 △21.6% 2,148 417 24.1%
　　　うち責任準備金繰入額 1,714 △22.0% 2,135 421 24.6%
　資産運用費用 287 113.6% 52 △235 △81.7%
　　　うち為替差損 231 99.2% 3 △227 △98.5%
　事業費 853 2.0% 845 △8 △0.9%
　その他経常費用 58 26.5% 61 3 5.6%
経常利益 194 181.4% 258 64 33.2%
特別損失 7 △8.9% 5 △1 △26.3%
契約者配当準備金繰入額 99 82.4% 49 △49 △50.1%
税引前当期純利益 86 ー 203 116 133.8%
法人税等合計 34 470.8% 143 108 312.3%
当期純利益 52 ー 60 7 15.2%

基礎利益 144 183.2% 222 78 54.1%
単体ソルベンシー・マージン比率※ 1,708.7% 2,145.8% 437.1%

（単位：億円）

2010年度 2011年度
実 績 前年増減率 実 績 前年増減額 前年増減率

新契約年換算保険料 507 2.3% 573 65 12.9%
保有契約年換算保険料 3,967 3.7% 4,194 227 5.7%

2011年度の実績

※2010年度の数値は、2011年度の基準を2010年度にも適用した場合の数値です。
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保険料等収入
　保有契約の順調な拡大等により、保険料等収入は296億円の増（前年増減率＋6.2%）となりました。

当期純利益
　当期純利益は、法人税率引き下げによる繰延税金資産取崩の影響等を受けましたが、保有契約規模の拡大に
より前年度に比べ7億円増の60億円となりました。

基礎利益
　基礎利益は、前年度に比べ78億円増の222億円となりました。増益の主因は、保有契約が順調に積み
上がって保険料が増収した一方で、物件費減少を理由として事業費が減少したことです。

単体ソルベンシー・マージン比率
　2,145.8%（前年度末対比＋437.1ポイント）と引続き十分な水準を維持しております。

年換算保険料
●  新契約年換算保険料は、事業保険の販売好調やメディカルKit・メディカルKitラヴの販売開始により、

12.9％増の573億円となりました。
●  保有契約年換算保険料は新契約の順調な伸展により、5.7％増の4,194億円となりました。

修正利益
　実効税率引き下げを受けた前提条件変更による影響や、新商品販売に伴う新契約量増加や事業費効率の
改善による新契約価値の増加等により、2011年度末のEVは5,163億円、修正利益（EV増減額）は764億円
となりました。

（単位：億円）

2010年度 2011年度
実 績 前年増減額 実 績 前年増減額

年度末EV 4,398 492 5,163 764
EV増減額 492 170 764 271
EV増減額※ 350 67 488 138
※金利変動および前提条件変更の影響を除いたもの
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修正利益
　2012年度末EVは5,703億円、修正利益（EV増減額）は540億円を予想しています。

（単位：億円）

2011年度 2012年度
実 績 前年増減額 予 想 前年増減額

年度末EV 5,163 764 5,703 540
EV増減額 764 271 540 △224

　東京海上日動あんしん生命の2012年度の業績については、保険料等収入は前年度に比べ379億円増の
5,434億円、当期純利益は同85億円増の146億円を予想しています。

（単位：億円）

2011年度 2012年度
実 績 前年増減率 予 想 前年増減額 前年増減率

経常収益 5,793 4.7% 6,178 384 6.6%
保険料等収入 5,055 6.2% 5,434 379 7.5%
経常利益 258 33.2% 273 14 5.8%
当期純利益 60 15.2% 146 85 142.8%
基礎利益 222 54.1% 286 63 28.4%

（単位：億円）

2011年度 2012年度
実 績 前年増減率 予 想 前年増減額 前年増減率

新契約年換算保険料 573 12.9% 582 9 1.6%
保有契約年換算保険料 4,194 5.7% 4,471 277 6.6%

保険料等収入
　保険料等収入は保有契約規模の順調な拡大により379億円の増収を予想しています。

当期純利益
　当期純利益は、前年度の法人税率引き下げによる繰延税金資産減少の反動を主因として、85億円の増益を
予想しています。

年換算保険料
　収益性重視の観点から第三分野商品のウエイトを高めることによる単価減少等の影響はあるものの、新契約
年換算保険料は前年度に比べ1.6％増の582億円、保有契約年換算保険料も6.6％増の4,471億円を
見込んでいます。

2012年度の業績予想
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ご参考：ＥＶおよび年換算保険料の推移 （単位：億円）

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
実績 実績 実績 実績 予想

年度末EV 3,583 3,906 4,398 5,163 5,703
EV増減額 △ 60 322 492 764 540
新契約年換算保険料 431 496 507 573 582
保有契約年換算保険料 3,635 3,825 3,967 4,194 4,471
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（単位：億円）

2010年度 2011年度
実 績 前年増減率 実 績 前年増減額 前年増減率

経常収益  1,707 △64.7%  1,130  △577 △33.8%
　保険料等収入  1,134 △37.8%  218  △916 △80.8%
　　　うち保険料  1,106 △38.5%  185  △920 △83.2%
　資産運用収益  16 △99.4%  531  514 3110.8%
　　　うち特別勘定資産運用益 ー △100.0%  526  526 ー
　その他経常収益  556 2494.7%  380  △175 △31.5%
　　　うち責任準備金戻入額  532 ー  368  △164 △30.8%
経常費用  1,731 △64.3%  1,279  △451 △26.1%
　保険金等支払金  1,330 24.2%  1,193  △137 △10.3%
　　　うち保険金  200 18.8%  219  19 9.6%
　　　うち解約返戻金  580 28.7%  445  △134 △23.2%
　　　うち再保険料  454 7.4%  490  35 7.9%
　責任準備金等繰入額 ー △100.0%  9  9 ー
　　　うち支払備金繰入額 ー △100.0%  9  9 ー
　資産運用費用  283 749.8% 0  △283 △99.8%
　　　うち特別勘定資産運用損  282 ー ー  △282 △100.0%
　事業費  108 △28.1%  71  △37 △34.4%
　その他経常費用  9 △32.0%  5  △3 △38.8%
経常損失  △23 ー  △149  △125 ー
特別利益 0 151.9% ー  △0 △100.0%
特別損失 0 90.9%  1 0 98.4%
税引前当期純損失  △24 ー  △151  △126 ー
法人税等合計 0 △24.7% 0  △0 △3.5%
当期純損失  △25 ー  △151  △126 ー

基礎利益  △50 △296.8%  △27  23 ー
単体ソルベンシー・マージン比率※ 1127.9% 898.7% △229.2%

保険料
　最低保証が限定された商品の販売が伸展せず、保険料は前年度に比べ920億円減の185億円になりました。

当期純損失
　責任準備金の追加積立を主因として前年度に比べ126億円の減益となり、151億円の当期純損失となりました。

　東京海上日動フィナンシャル生命の2011年度業績は、保険料は前年度に比べ920億円減の185億円、
当期純損失は151億円となりました。また、2012年7月1日より全保険商品の新規販売を一時休止し、保有
契約の維持・保全に注力していくことを決定しました。

東京海上日動フィナンシャル生命

2011年度の実績

※2010年度の数値は、2011年度における基準を2010年度にも適用した場合の数値です。
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単体ソルベンシー・マージン比率
　単体ソルベンシー・マージン比率は、前年度末より229.2ポイント減少し898.7％となりましたが、引き続き高い
水準を確保しています。

　2012年度の当期純利益は、再保険契約の締結・見直しなどによる再保険料の増加や従業員の転進支援
を目的とした割増退職金の計上等により、41億円減益の△193億円と見込んでいます。

（単位：億円）

2011年度 2012年度
実 績 予 想 前年増減額

経常収益 1,130 1,230 99
保険料等収入 218 94 △123
経常利益 △149 △175 △25
当期純利益 △151 △193 △41
基礎利益 △27 △98 △71

修正利益
　2011年度末のEVは210億円、修正利益（EV増減額（期中増資額を除く））は△613億円となりました。
これは、再保険契約の締結・見直しを実施したこと等により「再保険の影響」が292億円減少の△312億円
となったことや、新規販売の一時休止に伴う影響等により「前提条件変更による影響」が143億円減少の
△193億円になったこと等によるものです。

2012年度の業績予想

修正利益
　2012年度末EVは200億円、修正利益（EV増減額）は、前年度に比べ603億円増益の△10億円を予想
しています。
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＊１��生命人寿（中国生保）への出資比率が15％未満に低下したため、2011年度実績より同社を海外保険事業の業績数値から除外して表示している。
＊2��2011年1-3月期に発生した大口自然災害ロス279億円（税後）（2011年2月のニュージーランド地震および同年3月の東日本大震災）については、
財務会計における連結決算上の扱いと整合させ、2010年度修正利益に追込み計上している。

正味収入保険料 修正利益
2010年度 2011年度 2010年度 2011年度

実 績 実 績 前年増減率 実 績 実 績 前年増減率

為替

適用為替レート 2010.12末 2011.12末 2010.12末 2011.12末
米ドル 81.49 77.74 81.49 77.74

英ポンド 126.48 119.81 126.48 119.81

損保

フィラデルフィア 1,608 1,581 △2% 231 132 △43%
北米 260 423 +63% 50 72 +44%
キルン 730 767 +5% 100 △50 ―
欧州・中東 161 163 +1% 11 △6 ―
中南米 789 604 △23% △6 7 ―
アジア 638 565 △11% 54 △522 ―
再保険 524 561 +7% 68 △33 ―
損保合計 4,713 4,667 △1% 505 △397 ―

生保＊1 551 329 △40% 30 10 △67%
生損保合計 5,265 4,997 △5% 535 △387 ―
本社経費 △7 △11
合計 527 △399 ―
2011年第1四半期自然災害ロスの追込み＊2 △279 279
合計（調整後） 5,265 4,997 △5% 248 △119 ―

（単位：億円）

　2011年度の海外保険事業の概況は以下のとおりです。

正味収入保険料
 　海外保険事業の正味収入保険料は、現地通貨ベースでは損保事業、生保事業ともに概ね順調に拡大しました
が、円高の影響等により、円ベースでは4,997億円（前年増減△268億円、前年増減率△5％）となりました。

2011年度の実績

修正利益
　修正利益は、4～5月の米国竜巻や8月に発生したハリケーンIrene、10月に発生したタイ洪水等の自然
災害損失の影響により、△119億円（前年増減△367億円）となりました。
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各地域別・事業別の実績
● フィラデルフィア：　
　概要は、後掲「フィラデルフィア」をご参照ください。
● 北米：
　正味収入保険料は、コマーシャル分野での増収や一部ポートフォリオのアジアから北米へのセグメント変更
の影響を主因として、前年度対比63％の増収となりました。
　修正利益は、過年度の支払備金を取り崩したことを主因として、前年度対比44％の増益となりました。
● キルン：
　概要は、後掲「キルン」をご参照ください。
● 欧州・中東：
　正味収入保険料は、非日系ビジネスでの増収を主因として、前年度対比1％の増収となりました。
　修正利益は、タイ洪水の影響等により、前年度対比17億円の減益となりました。
● 中南米：
　正味収入保険料は、ブラジルにおいて収益性の悪い大口契約を非更改としたことを主因として、23％の減収
となりました。
　修正利益は、ブラジルにおける自動車保険の収益改善や経費削減等を主因として、前年度対比13億円改善し
黒字化（7億円）を達成しました。
● アジア：
　正味収入保険料は、一部ポートフォリオのアジアから北米へのセグメント変更の影響を主因として、前年度
対比11％の減収となりました。
　修正利益は、ニュージーランド地震や豪州水災、タイ洪水等の自然災害損失の影響により、前年度対比576
億円の大幅減益となりました。
● 再保険事業：
　概要は、後掲「再保険事業」をご参照ください。
● 生保事業：
　正味収入保険料は、生命人寿（中国生保）への出資比率低下により、2011年度から同社の業績数値を控除
した結果、前年度対比40％の減収となりました。
　修正利益は、株式市場における価格下落に伴う純資産減少等により、前年度対比67％の減益となりました。
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正味収入保険料　
　正味収入保険料は、高水準の更改率を維持しつつ、収益を伴った新規契約の獲得を進めており、現地通貨
ベースでは3％の増収となりました。円ベースでは、円高の影響により1,581億円（前年増減△27億円、
前年増減率△2％）となりました。

＊�分母は既経過保険料
注：上記数値は2011年1-3月期に発生した大口自然災害に係る損害額の追込み計上前（2011年度実績に損害額が反映されている）

ドルベース実績

フィラデルフィア
2010年度 2011年度

実 績 実 績 前年増減率
正味収入保険料 1,974 2,034 3%
既経過保険料 1,924 2,013 5%
発生保険金 1,153 1,422 23%
手数料・社費 566 590 4%
保険引受利益 204 0 ―
資産運用損益 184 204 11%
当期純利益 286 172 △40%
修正利益 284 170 △40%
損害率＊ 59.9% 70.6% 10.7p
事業費率＊ 29.4% 29.2% △0.2p
コンバインドレシオ＊ 89.3% 99.9% 10.6p

（単位：USD�in�millions）

フィラデルフィア

修正利益
　修正利益は、冬期に発生した寒波損害や4～5月の米国竜巻、8月に発生したハリケーンIrene等の自然災害
損失の影響により、132億円（前年増減△99億円、前年増減率△43％）となりました。
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＊�分母は既経過保険料� �
注：上記数値は2011年1-3月期に発生した大口自然災害に係る損害額の追込み計上前（2011年度実績に損害額が反映されている）

ポンドベース実績

キルン
2010年度 2011年度

実 績 実 績 前年増減率
正味収入保険料 577 640 11%
既経過保険料 526 608 16%
発生保険金 274 482 76%
手数料・社費 165 193 17%
保険引受利益 87 △67 ―
資産運用損益 18 12 △33%
当期純利益 80 △41 ―
修正利益 79 △42 ―
損害率＊ 52.1% 79.4% 27.3p
事業費率＊ 31.4% 31.8% 0.4p
コンバインドレシオ＊ 83.5% 111.2% 27.7p

（単位：ＧＢＰ�in�millions）

正味収入保険料　
　正味収入保険料は、カバーホルダー関連ビジネスの増収や大口自然災害の多発に伴う復元再保険料の計上
等により、767億円（前年増減+37億円、前年増減率+5％）となりました。円高の影響を除いた現地通貨
ベースの正味収入保険料の伸び率は+11％となっています。

キルン

修正利益
　修正利益は、ニュージーランド地震や東日本大震災等の自然災害の影響により、△50億円（前年増減
△150億円）となりました。

正味収入保険料　
　正味収入保険料は、TMRにおける米国新規ビジネスの拡大や豪州・スイス支店開設効果の影響により、
561億円（前年増減+37億円、前年増減率+7％）となりました。

再保険事業

修正利益
　修正利益は、豪州水災やニュージーランド地震等の自然災害の影響により、△33億円（前年増減△101億円）
となりました。
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正味収入保険料 修正利益
2011年度 2012年度 2011年度 2012年度

実 績 予 想 前年増減率 実 績 予 想 前年増減率

為替

適用為替レート 2011.12末 2012.3末 2011.12末 2012.3末
米ドル 77.74 82.19 77.74 82.19

英ポンド 119.81 131.34 119.81 131.34

損保

フィラデルフィア 1,581 1,910 +21% 132 210 +59%
デルファイ＊1 ― 670 ー ― 80 ー
北米 423 460 +9% 72 40 △44%
キルン 767 970 +26% △50 130 ー
欧州・中東 163 190 +17% △6 10 ー
中南米 604 740 +23% 7 20 +186%
アジア 565 670 +19% △522 70 ー
再保険 561 700 +25% △33 110 ー
損保合計 4,667 6,310 +35% △397 670 ー

生保＊2 329 410 +25% 10 20 +100%
生損保合計 4,997 6,720 +34% △387 690 ー
本社経費 △11 △10
合計 △399 680 ー
2011年第1四半期自然災害ロスの追込み 279
合計（調整後） 4,997 6,720 +34% △119 680 ー

（単位：億円）

＊1�デルファイについては買収完了に伴い、2012年度通期ベース予想利益の50％を表示しています。
＊2��前中期経営計画期間中に生命人寿（中国生保）への出資比率が15%未満に低下したため、同社を海外保険事業の業績数値から除外（2011年度
実績、2012年度予想とも）して表示しています。

正味収入保険料
 　海外保険事業全体の2012年度の正味収入保険料は、デルファイの買収に伴う増収に加え、フィラデルフィア・
キルン・再保険事業等、既存各事業の内部成長により、6,720億円（前年増減率+34％）を予想しています。

2012年度の業績予想

修正利益
　修正利益は、2011年度に頻発した自然災害による損失の反動と各事業における収益向上の取り組み等に
より、前年度対比799億円増益の680億円を予想しています。
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各地域別・事業別の予想
● フィラデルフィア：　
　概要は、後掲「フィラデルフィア」をご参照ください。
● 北米：
　正味保険料収入は、東京海上日動米国支店の非日系契約の拡大やFICOHの自動車保険の拡大を見込み、
前年度対比9％の増収を予想しています。
　修正利益は、前年度の支払備金取り崩しの反動を主因として前年度対比44％の減益を予想しています。
● キルン：
　概要は、後掲「キルン」をご参照ください。
● 欧州・中東：
　正味収入保険料は、英仏ローカルビジネスの引受拡大等により、前年度対比17％の増収を予想しています。
　修正利益は、前年度のタイ洪水による損失の反動等により、黒字転換を予想しています。
● 中南米：
　正味収入保険料は、ブラジルでの自動車保険やプロパティ種目の拡販により、前年度対比23％の増収を
予想しています。
　修正利益は、ブラジルでの自動車保険の収益安定化や経費削減策等により、20億円（前年増減率＋186％）
を予想しています。
● アジア：
　正味収入保険料は、成長分野であるパーソナル自動車保険の拡販と日系企業対応の強化等により、前年度
対比19％の増収を予想しています。
　修正利益は、前年度の自然災害損失の反動およびパーソナル自動車保険の拡大により、大幅な増益を予想
しています。
● 再保険事業：
　概要は、後掲「再保険事業」をご参照ください。
● 生保事業：
　正味収入保険料は、アジア各国における販売チャネルの拡充や新商品投入等の取り組みにより、前年度対比
25％の増収を予想しています。
　修正利益は、新規契約の増加に伴うEV増加により、増益を予想しています。
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正味収入保険料　
　正味収入保険料は、収益重視の引受を継続するとともに、新商品の販売強化等により、前年度対比21％
の増収を予想しています。

フィラデルフィア

修正利益
　修正利益は、料率の見直しによる収益改善や前年度の自然災害損失の反動等により、前年度対比59％
の増益を予想しています。

正味収入保険料　
　正味収入保険料は、カバーホルダー関連ビジネスの拡大や、欧州・アジアにおける事業拡大等により、前年
度対比26％の増収を予想しています。

キルン

修正利益
　修正利益は、前年度の自然災害損失の反動に加え、規律を伴ったビジネス拡大により、前年度から大幅
に増益し、130億円を予想しています。

59東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012

経
営
に
つ
い
て

財
務
デ
ー
タ

会
社
デ
ー
タ

事
業
概
況

経
営
体
制

C
S
R



正味収入保険料　
　正味収入保険料は、カジュアルティ分野の拡大や豪州・スイス支店の引受拡大により、前年度対比25％の
増収を予想しています。

再保険事業

修正利益
　修正利益は、前年度の自然災害損失の反動に加え、規律を伴ったビジネス拡大により、前年度の△33億円
から大幅に回復し、110億円を予想しています。
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　当社は、2012年5月、米国の生損保兼営保険グループであるデルファイ・ファイナンシャル・グループ（以下
「デルファイ」）を買収しました。デルファイは、米国における従業員福利厚生関連保険市場（就業不能保障保険
市場・超過額労災保険市場等）において、長年の引受経験に基づく強固なアンダーライティング力、販売チャネル
との強力な信頼関係、資産運用のエキスパティーズ等の強みを活かすことにより、当該市場のリーダーとして、
一貫して他社を凌駕する高成長・高収益を実現している優良保険会社です。

デルファイ

デルファイの業績推移

’07 ’08 ’09 ’10 ’11

（単位：百万ドル）
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　本買収を通じて、より分散の効いた事業ポートフォリオを構築することにより、当社の海外保険事業における
収益の一層の安定化を図ります。また、デルファイの強みと、東京海上グループの高格付け・強固な財務基盤・
保険引受能力（キャパシティ）および米国現地法人の商品開発力、マーケティング力等の強みを組み合わせる
ことにより、米国でのさらなる事業拡大を推進していきます。

デルファイの円滑な統合と同社の強みを活かした事業展開
● デルファイの強み　
　・従業員福利厚生関連のニッチ市場に特化した強固なビジネスモデル
　・厳格な引受規律と収益重視の徹底
　・事業に精通した優秀な経営陣
　・安定した好成績と健全な財務体質
　・自然災害リスクが限定的で、料率サイクルの影響を受けにくい
● 事業戦略
　◆損保事業
　　　・超過額労災保険(自家保険の上乗せ補償）において業界トップシェア（約30% )
　　　・地方自治体、学校、医療サービス業など優良な顧客層の更なる深耕
　◆生保事業
　　　・競争環境が比較的穏やかな中小企業を中心に就業不能保証保険等を拡販
● シナジー戦略
　・当社グループの高格付けを活用し、労災保険や定額年金での収保拡大
　・フィラデルフィアとの協働･クロスセル強化（共通する顧客層の深耕）

■�保険料および手数料収入
■�税引後事業利益
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　東京海上日動サミュエル社において、収支改善への取り組み等により純損失が減少したことを主因に、
2011年度の修正利益は34億円改善の26億円となりました。

金融事業関連会社 受託資産残高
（2011年度末、億円）

事業概要

東京海上アセットマネジメント投信 53,139 公的年金・企業年金の運用受託を中心とした投資顧問業務、および、投資信託の
運用・指図等を行う投資信託委託業務を行っています。

東京海上不動産投資顧問 2,043 機関投資家のお客様のための不動産投資ファンドの運営や事業法人のお客様の
企業不動産（CER）戦略支援業務を行っています。

東京海上キャピタル 371 機関投資家のお客様のための未公開株（プライベートエクイティ）投資ファンドの
運営を行っています。

受託資産残高

1

2

3

4

5

6

7
（単位：兆円）

0
’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11

　金融事業においては、アセットマネジメント事業（フィービジネス）を中心とした資本効率の高い事業を展開
し、グループの事業ポートフォリオ改善および利益成長に貢献することを目指しています。

1. 金融事業戦略

　アセットマネジメント事業を行う東京海上グループの主な金融事業関連会社とその概要は、下表の通りです。
　1985年設立の東京海上アセットマネジメント投信は、投資顧問・投資信託合わせて約5.3兆円（2011年度
末）の受託資産残高を有し、グループ金融事業の中核会社となっています。

2. 主な金融事業関連会社

　東京海上グループの金融事業関連会社が受託している資産残高は、
順調に増加してきております。特に、東京海上アセットマネジメント
投信においては、「独自の徹底的な調査と分析を、投資の原点におく」
投資哲学の下、国内年金基金や個人投資家など多くのお客様のご支持を
いただき、受託資産残高を拡大させてきました。

3. 受託資産残高の推移

　東京海上アセットマネジメント投信を中心に、引き続き成長余地の
大きい国内リテール投信事業の強化を図ると同時に、シンガポール・
ロンドン・ニューヨークの海外子会社との連携を強化し、アジアを中心
とした運用プロダクトのグローバル化と、欧州・アジアを中心とした
顧客層のグローバル化を推進して参ります。

4. 2012年度の取り組みについて

2011年度の実績

2012年度は、修正利益20億円を見込んでいます。

2012年度の業績予想

東京海上グループの金融事業について
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　資産運用に関しましては、健全な財務基盤を維持するためリスク管理の徹底を図るとともに、保険金および
満期返れい金の支払いに備えるため資産・負債総合管理（ALM）に努めました。また、資産の安全性・流動性
を確保するため、資産ポートフォリオにおける債券の保有を増加させる方針で取り組みました。
　資産運用損益（＝資産運用収益-資産運用費用）は、円高幅が前年同期に比べて小さかったこと等により
金融派生商品損益が前年対比324億円悪化したものの、フィナンシャル生命において特別勘定資産運用益
を計上したこと※や、2010年度に計上した有価証券評価損の反動等により、前年対比927億円増加の3,347億
円となりました。

東京海上ホールディングスの資産構成（連結）（2012年3月31日現在）

総資産計

現預金等  3%

国内債券
39%

【国内債券】
主に東京海上日動やあんしん生命におけるALM債券

【外国証券】
主に海外保険会社における当該現地国の債券

【国内株式】
主に東京海上日動における政策株式

【その他の証券】
主にフィナンシャル生命の特別勘定資産

外国証券
10%

買入金銭債権　5%

貸付金　3%

国内株式
12%

その他の
証券
13%

その他
14%

16.3兆円

※�損益計算上、フィナンシャル生命における特別勘定資産の運用損益は、同社の責任準備金の繰入もしくは戻入等と相殺される
ため、基本的に損益には中立となっています。

　資産運用に関しましては、グローバルに展開する保険会社グループとして、資産運用に係わる基本的な
考え方を定めるとともに、各国の保険事業や金融市場が置かれた環境に合わせて、各社毎に取り組みを進めて
います。
　グループ資産運用戦略の基本的な考え方は以下のとおりです。
　　　●  保険金支払いのための安全性・流動性の確保を第一義とします。
　　　●  長期の保険負債見合いの資産については、ALM運用を原則とします。
　　　●  それ以外の資産運用の方針については、各社それぞれの保険負債の特性や財務基盤、運用環境に

即して、許容リスクの範囲内で収益の向上を目指します。

2011年度東京海上グループの資産運用の概況

東京海上グループ資産運用戦略
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資産運用戦略



　東京海上グループの中核会社である東京海上日動の2012年度の資産運用方針は以下のとおりです。

0

20

40

60

80

100

2012年度の資産運用方針

東京海上日動のバランスシート
（2012年3月31日現在）

総資産計

積立保険
負債等

純投融資 12%

ALM資産 39%

政策株式 23%

子会社株式等 9%

その他※ 16%

一般勘定・
自己資本

8.3兆円

※その他：不動産（主として自用）、非運用資産等

● 各国の金融・財政政策や欧州ソブリン問題への対応等に左右される不確実性の高い世界経済
● 自然災害の頻発する中、保険金支払に備え流動性の高い資産運用が求められる環境

内：債券等運用
8%

運用環境の認識

● 保険会社として、資産の流動性と収益の安定性を確保すると共に、中長期的な純資産価値の拡大を目指す
● 強固で健全な財務基盤を維持する

積立保険負債が持つ金利リスクを適切に
コントロールするサープラス型ALMを継続実施

資産運用方針

適切なリスクコントロールの下、
投資対象を厳選し、収益貢献を目指す

保険金支払いや収益安定化の
下支えとなる内外の高流動性債券を拡充

政策株式の削減を進める

東京海上日動火災の資産運用方針
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取締役会長 石原 邦夫
取締役社長 （代表取締役）隅 修三
取締役副社長（代表取締役）玉井 孝明

（代表取締役）永野 毅
常務取締役 （代表取締役）大庭 雅志

藤田 裕一

取締役 （社外取締役）伊藤 邦雄
（社外取締役）三村 明夫

北沢 利文
（社外取締役）佐々木 幹夫

役員一覧 （2012年7月1日現在）
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常勤監査役 八木 利朗 
大橋 敏樹

監査役 （社外監査役）福田 博
（社外監査役）川本 裕子
（社外監査役）堀井 昭成
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Ⓐ

Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ
Ⓞ

Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

Ⓐ 永野 毅
Ⓑ 川本 裕子
Ⓒ 隅 修三
Ⓓ 石原 邦夫
Ⓔ 玉井 孝明
Ⓕ 八木 利朗
Ⓖ 藤田 裕一
Ⓗ 北沢 利文

Ⓘ 佐々木 幹夫
Ⓙ 伊藤 邦雄
Ⓚ 福田 博
Ⓛ 三村 明夫
Ⓜ 堀井 昭成
Ⓝ 大庭 雅志
Ⓞ 大橋 敏樹



　当社は、グループの経営理念に沿って、株主、お客様、社会、社員等のステークホルダーに対する責任
を果たしていくことで、グループの企業価値を永続的に高めていきます。
　そのために、当社は、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築し、持株会社として東京海上
グループ各社を適切に統治していきます。
　なお、当社は、事業環境の変化等に対応して、本コーポレート・ガバナンス方針を見直していきます。

  
1．取締役会
　（1）取締役会・取締役の役割
　 　当社取締役会は、当社の重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する責務、適切な

内部統制システムを構築する責務などを負います。加えて、持株会社である当社の取締役会は、グループの
中長期戦略や内部統制基本方針をはじめとしたグループの各種基本方針を決定するなどの機能を有します。

　　各取締役は、取締役会がこれらの責務・機能を十分に全うできるよう努めます。
　（2）取締役会の構成
　　取締役数は、10名程度とします。
　　このうち、原則として3名以上を社外取締役とします。
　（3）取締役の任期
　　取締役の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

2．監査役・監査役会
　（1）監査役・監査役会の役割
　 　当社監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、企業の健全で公正な経営に寄与し、社会的信頼

に応えることを目的に、取締役の職務執行を監査します。
　 　監査の実施にあたっては、監査役会で定めた監査役会規則、監査役監査基準、監査方針および監査計画

等に従い、質の高い監査を実施するよう努めます。
　（2）監査役会の構成等
　　監査役数は、5名程度とします。
　　このうち、原則として過半数を社外監査役とします。

3．指名委員会・報酬委員会
　（1）指名委員会・報酬委員会の役割
　　当社は、取締役会の諮問機関として、指名委員会・報酬委員会を設置します。
　　指名委員会においては、次の事項を審議し、取締役会に対して答申します。
　　　○ 当社および主な事業子会社の取締役・監査役・執行役員の選任・解任
　　　○ 当社および主な事業子会社の取締役・監査役・執行役員の選任要件
　　報酬委員会においては、次の事項を審議し、取締役会に対して答申します。
　　　○ 当社および主な事業子会社の取締役・執行役員の業績評価
　　　○ 当社および主な事業子会社の役員報酬体系および水準

Ⅰ. 当社の統治機構

（注）�「事業子会社」とは、当社が議決権の過半数を直接有する会社をいいます。以下同じ。

コーポレート・ガバナンス方針
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　（2）指名委員会・報酬委員会の構成
　　指名委員会・報酬委員会は、各々5名程度の委員で構成します。
　　原則として、両委員会とも、過半数を社外委員とするとともに、委員長は社外委員から選出します。

（1）決定に関する方針
　当社および主な事業子会社の役員報酬の決定にあたっては、次の事項を基本方針とします。
　　○ 役員報酬に対する「透明性」「公正性」「客観性」を確保します。
　　○ 業績連動報酬の導入により、業績向上に対するインセンティブを強化します。
　　○  経営戦略に基づき定めた会社業績指標等に対する達成度に連動した報酬、および当社株価に連動した

報酬を導入し、株主とリターンを共有することでアカウンタビリティを果たします。
　　○ 経営目標に対する役員の個人業績を客観的に評価するプロセスを通じて、成果実力主義の徹底を図ります。
　なお、役員報酬の水準については、職責に応じて役位別に基準額を設定し、当社業績や他社水準等を勘案
の上、決定します。

（2）当社の役員報酬体系
　常勤取締役および執行役員に対する報酬は、定額報酬、業績連動報酬（会社業績および個人業績に連動
します）および株式報酬型ストックオプションで構成します。
　非常勤取締役に対する報酬は、定額報酬および株式報酬型ストックオプションで構成します。
　監査役に対する報酬は、定額報酬のみで構成します。

（3）主な事業子会社の役員報酬体系
　主な事業子会社の役員報酬体系は、原則として当社と同じ体系とします。

（1）事業子会社の統治方法
　当社は、事業子会社の経営管理やグループのコンプライアンス、リスク管理、内部監査等に関する基本的な
事項を、グループの各種基本方針で規定し、これらに基づく体制の構築・運用を通じて事業子会社を統治します。

（2）事業子会社の業績評価
　当社は、経営戦略に基づき定めた会社業績指標等に対する達成度により、毎年、主な事業子会社の業績評
価を行い、その評価結果を当該事業子会社の役員報酬に反映させます。

2005年5月27日 取締役会決議
2011年6月27日 改定

Ⅱ．役員報酬体系

Ⅲ．事業子会社統治の仕組み
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　当社は「コーポレート・ガバナンス方針」において、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の枠組みを
定めております。当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、社外取締役および社外監査役に対して業務を
執行する経営者が取締役会等において説明責任を果たすことにより、監査・監督の実効性を高めることを
目指すものとなっております。さらに当社および主なグループ会社の役員の選任ならびに役員報酬の決定の
プロセスにおける一層の透明性の向上を図るため、社外取締役を中心とする指名委員会および報酬委員会
を設置しており、こうした体制が現時点では最適と判断しております。

株主総 会

会計
監査

取締役会
（取締役）

経営会議

企画・管理部門

子会社等

監査役
（監査役会）

内部監査部門

会計
監査人

選任・解任

選任・解任の同意
会計監査相当性の
判断

連携

連携

委員長：佐々木幹夫（社外取締役）
委   員：伊藤　邦雄（社外取締役）
 三村　明夫（社外取締役）
 隅　　修三（取締役社長）

選任・解任 選任・解任

指名委員会

執行部門

委員長：伊藤　邦雄（社外取締役）
委   員：三村　明夫（社外取締役）
 佐々木幹夫（社外取締役）
 隅　　修三（取締役社長）

報酬委員会

〈取締役会委員会〉

内部統制委員会

答申・
報告監査

監査

内部
監査
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（1）  当社は、東京海上グループ経営理念に基づき、グループの事業を統轄する持株会社として、グループ
会社の経営管理に関する基本方針を定めるとともに、取締役会への報告体制を確立することにより、
グループ会社に対する当社の経営管理体制を整備する。
a.  当社は、当社が直接的に経営管理するグループ会社（以下「子会社等」という。）と経営管理契約を

締結することなどにより、子会社等の経営管理を行う。
① グループの経営戦略やグループ経営の根幹となる各種グループ基本方針等を子会社等に示す。
② 子会社等による事業戦略、事業計画等の重要事項の策定を当社の事前承認事項とする。
③  子会社等による各種グループ基本方針等に基づく取り組み、事業計画の実施状況等を当社への

報告事項とする。
b. 子会社等以外のグループ会社の経営管理は、原則として、子会社等を通じて行う。

（2）  当社は、グループの経理に関する基本方針を定め、当社の連結財務状態およびグループ会社の財務
状態等を把握し、株主・監督官庁に対する承認・報告手続および税務申告等を適正に実施するための
体制を整備する。

（3）  当社は、グループの財務報告に係る内部統制に関する基本方針を定め、財務報告の適正性と信頼性を
確保するために必要な体制を整備する。

（4）  当社は、グループの情報開示に関する基本方針を定め、企業活動に関する情報を適時・適切に開示する
ための体制を整備する。

（5） 当社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針を定め、グループ内取引等の管理体制を整備する。

（1）  当社は、グループのコンプライアンスに関する基本方針を定め、コンプライアンス体制を整備する。
a.  当社は、コンプライアンスを統轄する部署を設置する。
b.  当社は、グループのコンプライアンス行動規範を定め、グループの役職員がこの行動規範に則り

事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを最優先するよう周知徹底を図る。
c.  当社は、子会社等にコンプライアンス・マニュアルを策定させるとともに、役職員が遵守すべき法令、

社内ルール等に関する研修を実施させ、コンプライアンスの周知徹底を図る。
d.  当社は、子会社等に法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、

通常の報告ルートのほかに、社内外にホットライン（内部通報制度）を設け、その利用につきグループ
の役職員に周知する。

（2）  当社は、グループの顧客保護等に関する基本方針を定め、お客様本位を徹底し、顧客保護等を図るため
の体制を整備する。

1. 東京海上グループにおける業務の適正を確保するための体制

2. 職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当社は、「内部統制基本方針」を制定し、これに沿ってグループ会社の経営管理、コンプライアンス、リスク
管理、内部監査等の体制を含む東京海上グループ全体の内部統制システムを整備することにより、業務の
適正を確保するとともに企業価値の向上に努めております。また、年に一回、内部統制システムの整備および
運用状況のモニタリングを実施し、内部統制委員会での審議結果に基づき、取締役会がその内容を確認して
おります。さらに、モニタリングの結果をふまえて、内部統制システムの強化および改善に継続的に取り組んで
います。

内部統制基本方針
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（3）  当社は、グループの情報セキュリティ管理に関する基本方針を定め、情報セキュリティ管理体制を整備
する。

（4）  当社は、グループの反社会的勢力等への対応に関する基本方針を定め、反社会的勢力等への対応体制を
整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等
とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

（5）  当社は、被監査部門から独立した内部監査担当部署を設置するとともに、グループの内部監査に関する
基本方針を定め、当社およびグループ会社において、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備する。

（1） 当社は、グループのリスク管理に関する基本方針を定め、リスク管理体制を整備する。
a. 当社は、リスク管理を統轄する部署を設置する。
b.  当社は、リスク管理にあたって、リスクの特定・評価・制御、コンティンジェンシー・プランの策定および

モニタリング・報告のプロセスを基本とする。
c. 当社は、子会社等の業態やリスクの特性等に応じた適切なリスク管理を会社毎に実施させる。

（2）  当社は、グループの統合リスク管理に関する基本方針を定め、格付けの維持および倒産の防止を目的と
したグループ全体の定量的リスク管理を実施する。

（3） 当社は、グループの危機管理に関する基本方針を定め、危機管理体制を整備する。

（1） 当社は、グループの中期経営計画および年度計画（数値目標等を含む。）を策定する。
（2）  当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する

規程を定めるとともに、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。
（3）  当社は、経営会議規則を定め、取締役、執行役員等で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項に

ついて協議・報告を行う。
（4）  当社は、内部統制委員会を設置し、グループの内部統制システムの整備について、各種方針・施策等の

策定ならびに実施状況の評価および改善に係る審議を行うとともに、総合的調整を図った上で推進する。
（5）  当社は、グループのＩＴガバナンスに関する基本方針を定め、ＩＴガバナンスを実現するために必要な体制

を整備する。
（6）  当社は、グループの人事に関する基本方針を定め、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公正な人事

および成果実力主義の徹底により、生産性および企業価値の向上の実現を図る。

　当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役および執行役員の職務の執行
に係る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、適切に保存および管理を行う。

（1）  当社は、監査役の監査業務を補助するため、監査役直轄の事務局を設置する。事務局には、監査役の
求めに応じて、監査業務を補助するために必要な知識・能力を具備した専属の職員を配置する。

（2）  監査役事務局に配置された職員は、監査役の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に
従事し、必要な情報の収集権限を有する。

（3） 当該職員の人事考課、人事異動および懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。

3. リスク管理に関する体制

4. 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

5. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

6. 監査役の職務を補助すべき職員および当該職員の取締役からの独立性に関する事項
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（1）  役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に
報告を行うとともに、業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を
及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。

（2）  役職員は、ホットライン（内部通報制度）の運用状況および重要な報告・相談事項について定期的に
監査役に報告を行う。

（1）  監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べる
ことができるものとする。

（2）  監査役は、重要な会議の議事録、取締役および執行役員が決裁を行った重要な稟議書類等について、
いつでも閲覧することができるものとする。

（3） 役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。
（4） 内部監査担当部署は、監査に協力することなどにより、監査役との連携を強化する。

2006年 5月 2日制定
2011年 4月 1日改定

7. 監査役への報告に関する体制

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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　東京海上グループでは「法令および社内ルールを遵守し、社会規範にもとることのない、誠実かつ公正な
企業活動を遂行すること」をコンプライアンスと定義し、その徹底を図っています。また、グループの役職員
が遵守すべき重要な事項をコンプライアンスの観点からまとめた「東京海上グループ コンプライアンス行動
規範」を定め、全役職員への徹底に取り組んでいます。
　当社は、グループ全体としてのコンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンスの徹底に際しての
基本的考え方や子会社等と当社の役割等を「東京海上グループ コンプライアンスに関する基本方針」に定め、
グループ全体に関わる施策の立案を行っています。また、グループ内のコンプライアンスの徹底状況を
定期的にモニタリングするほか、重要事項について報告を受け、取締役会や経営会議、内部統制委員会等
で審議・決定を行うとともに、必要に応じて子会社等の活動を指導・助言するなど、グループ全体としてコンプ
ライアンスを徹底するための態勢を構築しています。
　子会社等は、当社が示す「東京海上グループ コンプライアンスに関する基本方針」に基づき、各々の事業
に適合したコンプライアンス態勢を構築するとともに、傘下に子会社を有する場合には、それらの会社のコン
プライアンス態勢を管理しています。また、子会社等においては、社内のコンプライアンスを統轄する専門部
署や、コンプライアンスについての施策立案や実施状況のチェックを行うコンプライアンス委員会等を設置
するとともに、子会社等の実態に応じて各部支店にコンプライアンスの責任者や担当者等を配置することに
より組織的な取り組みができる態勢を整備しています。

東京海上ホールディングス

子会社等

内部監査報告等

取締役会

経営会議

取締役会

コンプライアンス統括部署

監査役（監査役会）

内部統制委員会

内部統制部・各事業部

監査役（監査役会）

基本方針の提示、
指導・管理・モニタリング

コンプライアンス委員会等（各社の実態に応じた組織）

ホットライン制度（内部通報制度）
　東京海上グループでは、コンプライアンスに関連する問題が発生した時や発見した時等に、グループ各社の役職員が報告・相談できる各種
ホットライン制度を設けています。また、社外の法律事務所にもホットライン受付窓口を設置して、報告者・相談者が利用しやすい方法を
選べるように配慮しています。
　なお、東京海上グループの「ホットライン制度」は公益通報者保護法に対応しており、報告者の個人情報は厳重に管理され、報告者が
不利益な取り扱いを受けることはありません。
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東京海上グループの内部監査態勢

　東京海上グループでは、「経営目標の効果的な達成を図るために、企業における全ての業務を対象とし、内部
事務処理等の問題点の発見・指摘にとどまらず、内部管理態勢等の評価および問題点の改善方法の提言等」を
目的として、内部監査を実施しています。当社や保険事業を行う子会社等では、それぞれの会社が内部監査
担当部門を持ち、内部管理態勢の柱である「リスク管理態勢」と「コンプライアンス態勢」を中心に、リスクの
種類・程度に応じた内部監査を実施しています。
　また、一般事業子会社のうち、内部監査部門を持たない会社に対しては、当社の監査部が、直接監査を実施
したり、内部管理態勢についてのモニタリングを行っています。
　内部監査の結果については、それぞれの会社の取締役会等で報告がなされるとともに、当社の監査部にも
報告されます。監査結果につき、重要な問題がある場合には、当社の取締役会にも報告がなされます。

　各社の内部監査担当部門が内部監査を実施するにあたり、グループとして一貫性ある内部監査を確保する
ために「内部監査に関する基本方針」を定めるとともに、内部監査を実施する際の「内部監査規程」の内容を
統一しています。また、年度ごとの重点取り組み課題・項目等を設定するとともに、子会社の内部監査計画を
当社の事前承認事項とするなど、グループとして一貫性ある内部監査態勢の構築に努めています。

　基本的には各社の内部監査担当部門が取締役会で決議した内部監査計画に基づき内部監査を実施します
が、グループとして内部監査の実効性を高めるために、システムセキュリティ等特定のテーマを掲げてグループ
会社全体を俯瞰する形の内部監査や、当社監査部が子会社の内部監査担当部門と連携する形の合同内部
監査を実施する場合もあります。

グループとして一貫性ある内部監査態勢

グループとして実効性ある内部監査の実施
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　当社ではグループ全体のリスク管理に関する基本方針を制定し、グループ全体のリスク管理態勢の整備・
高度化を推進しています。また、格付けの維持および倒産の防止を目的としたグループ全体の定量的リスク
管理も実施しています。

　グループ全体のリスク管理に関する基本方針に沿って、子会社等においてもリスク管理方針を制定し、リスク
管理を主体的に行っています。

（１）東京海上ホールディングスの役割

東京海上ホールディングス

報告・伺い

取締役会 監査役 監査役会

経営会議

リスクベース経営（ERM）委員会

内部統制委員会

リスク管理部、各事業部

そ
の
他
の
リ
ス
ク

レ
ビ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク

人
事
労
務
リ
ス
ク

事
故
・
災
害
・
犯
罪
リ
ス
ク

法
務
リ
ス
ク

情
報
漏
え
い
リ
ス
ク

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク

事
務
リ
ス
ク

流
動
性
リ
ス
ク

不
動
産
投
資
リ
ス
ク

信
用
リ
ス
ク

市
場
リ
ス
ク

保
険
引
受
リ
ス
ク

基本方針の提示
指導・監督・管理・モニタリング

コアリスク 付随リスク

子会社等

　東京海上グループでは、当社がグループ全体のリスク管理に関わる基本方針を制定するとともに、グループ
全体のリスクの状況を把握しています。また、子会社等はこの基本方針に沿って主体的にリスク管理を行って
います。
　リスクの中でも、保険引受リスクと資産運用リスクについては、収益の源泉として管理していくべきリスク

（＝コアリスク）であると認識し、リスクとリターンとのバランスを勘案したコントロールを行っています。
　また、事務リスク、システムリスク等事業活動に付随するリスクの管理としては、そのリスクの所在を明らか
にし、リスクの発生の防止、軽減等を行っています。
　上記により、グループ全体として適切なリスク管理を実践し、経営の安定化を図っています。

１．東京海上グループのリスク管理態勢

（2）子会社等の役割
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　東京海上グループ全体のリスク管理に関する基本方針には、リスク管理統括部署、リスクの定義、子会社等
が整備すべきリスク管理の規程および組織ならびに報告すべき事項を定めています。子会社等は、本方針に
沿ってリスク管理を行っています。

　東京海上グループでは、グループ全体の定量的なリスク管理に関する基本的事項、リスク・リターンの定義や
資本配分計画の検証プロセス、モニタリングについて定めた統合リスク管理に関する基本方針を制定しています。

　東京海上グループでは、グループ全体の危機管理に関する基本方針を制定し、緊急事態発生時における指揮
命令系統の確保、損害の極小化および通常業務への復旧等に関する対応方針や子会社等が整備すべき危機管
理態勢を定めています。
　このため、当社はグループ全体の危機管理に関するマニュアルを制定し、グループ各社が各種の役割を遂行
するために必要な方針・規程の制定や組織体制の整備、評価・改善活動等の危機管理態勢を整備しています。
また、緊急事態に際しては当社が緊急事態の判定を行い、東京海上グループ全体に被る経済的損失を極小化し、
通常業務を迅速に復旧させるために必要な行動・措置の内容を決定し、グループ各社に指示することとなっ
ています。
　グループ各社は、危機管理を統轄する部署の設置や緊急事態の判定手続き、指揮命令系統の確保など危機
管理態勢に関する方針を制定しています。また、危機管理の統轄部署は平時における危機管理態勢を整備する
ほか、緊急事態発生時における対応の事務局の役割を担うこととなっております。

（１）リスク管理に関する基本方針

東京海上ホールディングス

東京海上グループ　危機管理に関する基本方針

● 東京海上グループ危機管理マニュアルの制定・提示
● 緊急事態の判定、グループ会社に対する各種指示
● その他

グループ各社

● 危機管理に関する統轄部署の設置
● 危機管理態勢に関する方針の制定
 統轄部署
 緊急事態における指揮命令系統の確保
 その他 

　東京海上グループではリスク管理に関する以下の基本方針を定めています。当社および子会社等はこの
基本方針に沿ったリスク管理を実践しています。

２．リスク管理に関する基本方針

（2）統合リスク管理に関する基本方針

（3）危機管理に関する基本方針

77東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012

経
営
に
つ
い
て

財
務
デ
ー
タ

会
社
デ
ー
タ

事
業
概
況

経
営
体
制

C
S
R



78 東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012



Corporate Social Responsibility 
(CSR)

CSR（企業の社会的責任）の取り組み 80

事業活動に伴う環境負荷の削減 81

地球環境保護 83

地域・社会貢献活動 84

情報開示・IR 85



　東京海上グループは、以下の行動原則に基づいて経営理念を実践し、社会とともに持続的成長を遂げること
により、「企業の社会的責任（CSR）」を果たします。
○商品・サービス
　●広く社会の安心と安全のニーズに応える商品・サービスを提供します。
○人間尊重
　●すべての人々の人権を尊重し、人権啓発に積極的に取り組みます。
　●安全と健康に配慮した活力ある労働環境を確保し、人材育成をはかります。
　●プライバシーを尊重し、個人情報管理を徹底します。
○地球環境保護
　● 地球環境保護がすべての企業にとって重要な責務であるとの認識に立ち、地球環境との調和、環境の改善

に配慮して行動します。
○地域・社会への貢献
　● 地域・社会の一員として、異なる国や地域の文化や習慣の多様性を尊重し、時代の要請にこたえる社会貢献

活動を積極的に推進します。
○コンプライアンス
　●常に高い倫理観を持ち、事業活動のあらゆる局面において、コンプライアンスを徹底します。
○コミュニケーション
　● すべてのステークホルダーに対して、適時適切な情報開示を行うとともに対話を促進し、健全な企業運営に活かします。

　国連グローバル・コンパクトが提唱している人権・労働・環境・腐敗防止に関する企業行動１０原則
の考えや内容は、東京海上グループの考えやＣＳＲ憲章と共通するものであり、東京海上ホール
ディングス（および東京海上日動）では、２００５年から国連グローバル・コンパクトに参加しています。

　東京海上グループでは、東京海上ホールディングス社長を委員
長とし、主要グループ各社社長をメンバーとする「CSRボード」を
設置し、グループ全体のCSRに関する方針・計画の策定・進捗
管理を行っています。
　グループ各社は、CSR担当部門が推進役となり、CSRボードの方
針・計画に従い、自社のCSRを推進しています。また当社は、CSR
推進の専任部署としてCSR室を設置し、グループ全体のCSR推進、
およびグループ各社のCSRに対するサポートをしています。

東京海上ホールディングス

＜東京海上グループのCSR推進体制＞

取締役会（経営会議）

CSRボード

CSR室経営企画部

グループ各社
取締役会

CSR担当部門

各職場

東京海上グループ　CSR憲章

　東京海上グループは、経営理念の実践がCSRそのものであると捉え、経営理念を徹底的に実践していくこと
が各ステークホルダーの皆様に提供する価値を高め、ひいてはその価値の総和である企業価値を高めていくと
考えています。そこでＣＳＲを実践するための行動指針として「東京海上グループCSR憲章」を定めています。

東京海上グループ　CSR憲章

国連グローバル・コンパクトへの参加

CSR推進体制
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CSR（企業の社会的責任）の取り組み



　東京海上グループは､ 主要各社において環境マネジメントシステム*を通じたPDCAを実行し､ 事業活動に
伴う環境負荷削減に努めています。またデータ集計の対象組織は､ 国内・海外グループ会社を､ ほぼ100%

（連結決算ベース）カバーしています。

一般的なカーボンオフセットの場合

CO2排出量

排出権償却

グリーン電力

東京海上グループのカーボンオフセットの場合

CO2排出量

排出権償却

グリーン電力

マングローブ

CO2排出量削減､カーボン･ニュートラルを目指して

＊�東京海上日動（本店）･東京海上日動ファシリティーズ（本社）：ISO�14001認証取得
東京海上日動（本店以外）･他のグループ会社：グループ独自のマネジメントシステム

　東京海上グループの主な環境負荷は「CO2排出（電気･ガソリン）」や「紙使用（各種パンフレット等）｣です。
環境負荷削減の取り組みは､ ｢CSR主要課題｣の一つと位置づけ､ 以下の戦略コンセプトのもと対策を進めて
います。
　①Reduce ● 建物･設備の省エネ化､ エネルギー節減等
　②Switch ● 自然エネルギーへの切替
　③Offset ● マングローブ植林によるCO2吸収･固定
  ● カーボン・クレジット（排出権）の償却
　グループ全体（国内･海外）では、様々な環境負荷削減策を推進し､「カーボン・ニュートラル」の状態を継続
していくことを目指しています。

「カーボン・ニュートラル」とは、事業活動により生じるCO2排出量に対して、マングローブ植林・自然エネルギー利用、カーボン･クレジットの
償却等によるCO2の吸収・削減効果の換算量が等しい状態を指します。

　東京海上日動では、1999年から｢地球の未来にかける保険｣をコンセプトに､ 東南アジア等においてマング
ローブ植林事業を行い､2011年度（2012年3月末）までに7,543ヘクタールを植林しています。
　マングローブ林は､CO2を吸収し多く蓄えることで地球温暖化防止･軽減の効果があることから、カーボン・
ニュートラル化に向けた取り組みの一つに「マングローブ植林によるCO2排出量の吸収･固定効果」を組み入
れています。こうした取り組みは国内・海外においても類を見ないユニークな取り組みです。

環境マネジメントの全体像

環境負荷削減のコンセプト

マングローブ植林によるCO2吸収・固定化の取り組み
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事業活動に伴う環境負荷の削減



　東京海上グループ全体のCO2排出量（2011年度）は､ 75,277トン（国内：59,919トン、海外：15,358
トン）となりました。なお､2012年度は前年比据え置きを目標に取り組みを進めています。

東京海上グループ

Scope 1 Direct ガス・ガソリンなど 18,013トン  （国内：14,785トン､海外：3,228トン）

Scope 2 Indirect 電気など 52,665トン  （国内：42,139トン､海外：10,526トン）

Scope 3 Other ビジネストラベル
（航空機） 4,598トン  （国内：2,995トン､海外：1,603トン）

CO2排出量　75,277トン

Scope 1 Direct ガス・ガソリンなど 18,013トン

Scope 2 Indirect 電気など 52,665トン

Scope 3 Other ビジネストラベル 
（航空機出張） 4,598トン

CO2吸収・固定量　75,925トン

マングローブによる吸収・固定量 74,000トン

グリーン電力証書の購入 1,925トン

＊�対象・活動､CO2排出量・吸収量・排出権償却の算出方法は、「ISO�14064-1｣及び「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく、温室効果
ガス排出量�算定・報告・公表制度」に従い算出しています。
＊ビジネストラベルのカバー率は、77.7%（従業員ベース）です。

　東京海上グループは、グループ各社の事業活動により生じるCO2排出量に対して、マングローブ植林
やグリーン電力証書（風力・バイオマス）等によるCO2吸収・固定効果で相殺し、2011年度末時点で

「カーボン･ニュートラル」を実現しました。

「カーボン・ニュートラル」の実現

＊�2011年度のCO2排出量、マングローブ植林事業によるCO2吸収・固定量、自然エネルギー利用によるCO2削減量の算定は、第三者機関
（新日本サステナビリティ株式会社）による検証を実施しています。

紙使用量 9,132トン  （国内：8,189トン､海外：943トン）

CO2排出量

75,277トン
CO2吸収・固定量

75,925トン

事業活動に伴う環境負荷の削減

環境負荷データ

＊�紙使用量のカバー率は81.0％（従業員ベース）です。

　東京海上グループでは、事業活動においてさまざまなエネルギーを消費しています。こうした地球環境負荷
をできる限り低減するため、ペーパーレス等の省資源化、リサイクル運動等の促進に取り組んでいます。
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地球環境保護

マングローブ植林プロジェクト

「エコマークアワード2011」で銀賞受賞

　東京海上日動は、財団法人日本環境協会が主催する「エコマークアワード2011」において、「銀賞」を受賞
しました。受賞にあたっては、同社が金融商品として初めて「エコマーク」認定を取得した自動車保険の普及・
認知度向上に向けた取り組み（ポスターの作成、パンフレット・自動車保険の更新案内等への積極的な「エコ
マーク」の表示等）や「Green Gift」プロジェクトを通じてお客様が環境負荷削減に参加できる点、国内事業
活動における「カーボン・ニュートラル」の実現（2009年度・2010年度）等が評価されました。

※��「エコマーク」とは、財団法人日本環境協会がISO14020・ISO14024に基づき1989年から実施しているエコマーク
事業において、商品･サービスのライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認めた商品に
付与される環境ラベル。

みどりの授業

　東京海上グループは、環境啓発活動として、小学生向けの環境教育プロ
グラム｢みどりの授業～マングローブ物語～｣を実施しています。
　グループ会社社員･代理店等が講師として全国各地の小学校･特別支援
学校を訪問し､ マングローブ植林を題材に｢地球温暖化防止･生物多様性
保護｣をテーマとした授業を行っています。2011年度までに累計で全国
約510校・約36,000名の児童･生徒の皆さんが授業を受けました。

柏市立酒井根小学校での授業の様子

　東京海上日動は、創立120周年記念事業の1つとし
て、1999年からマングローブ植林プロジェクトを行っ
ています。2011年度には、バングラデシュ・マレーシ
アでの植林を開始し、これまでに植えた面積は9カ国で
7,543ヘクタールとなりました（2012年3月末現在）。
植林事業は「Green Gift」プロジェクトの一環として、
お客様にも参画いただく形で進めています。
　マングローブは二酸化炭素を多く吸収・固定すること
で、地球温暖化の防止に役立つとともに、津波等から
人々を守る防波堤の役割を果たします。
　また、水産・森林資源等、地域住民の生活に欠かせな
い物資を提供し、その生活の安定と向上をもたらし、地
域貢献としての意義も有しています。東京海上日動は、
このプロジェクトを100年継続することを目指して取り
組んでいます。

タイのマングローブ林

植林実績（単位：�ヘクタール）

インド

200
フィリピン

745

インドネシア

2,225

ベトナム

1,494

タイ

1,066

マレーシア

50

ミャンマー

1,689

バングラデシュ

0

フィジー

74
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　東京海上グループの事業活動は、お客様や代理店等、地域・社会の皆様のご支援があってこそ成り立つものです。
グループ各社では「安心・安全」「地球環境保護」「青少年育成」を中心に世界各地で地域・社会貢献活動を
行っています。

地域・社会貢献活動

社員による地域・社会貢献活動の推進

　東京海上グループは、毎年10月・11月を「CSR Month」と定め、世界各国・地域で共通のテーマ（「地球
環境保護」、「青少年育成」、「安心と安全」）で、社会貢献活動を行っています。
　日本国内では、各地で社員向けのAED（自動体外式除細動器）・救命措置に関する講習会や認知症サポー
ター養成講座を開催するとともに、1年間に延べ約17,000名のグループ
社員が各地でさまざまなボランティア活動等に参加しました。また海外に
おいても、「Asia CSR Day（8月6日･アジア5カ国・地域）」をはじめとし
て、各域で、ボランティアや寄付活動、市街地・海岸等での清掃活動等に数
多くのグループ社員が参加しました。

防災授業

　東京海上日動リスクコンサルティングでは、東日本大震災の教訓を踏まえ、小学生の防災意識を啓発する
プログラムを社員有志により開発し、出前授業としてスタートしました。
　これは、日頃の業務を通じて得た専門知識を子どもたちに分かりやすく伝え、地震や津波から身を守るた
めの気づきとしてもらうことを目的としています。

岩手ホスピスの会への支援

　東京海上日動あんしん生命は、盛岡市の市民団体「岩手ホスピスの会」の
「がん患者さんやそのご家族の方々を支援したい、勇気付けたい」という想
いに賛同し、2009年から抗がん剤治療患者向け「タオル帽子」の製作に
協力しています。2011年度は社員・家族をはじめ、東京海上グループ関
係者が製作した1,030個を寄贈しました。
　また、東日本大震災の支援活動資金を寄付するとともに、社員から募っ
た夏物衣料2,130着を支援物資として、同会を通じ、岩手県陸前高田市
等の被災地に届けました。

海外グループ会社の東日本大震災支援活動

　Tokio Millennium Re Ltd.（TMR）はバミューダ所在の他の再保険
会社と共同で、牛乳の空きパックで作った300個以上の募金箱を島内に配置
し、約12,000米ドル（約100万円）の義援金を集めました。社員が2011年
6月に来日して義援金を被災地の団体に手渡すとともに、バミューダの小学生
が折ったメッセージ入りの千羽鶴を子どもたちに届けました。日本滞在中
には宮城県でがれきやゴミの片付け等のボランティアも行いました。

シンガポールでのAsia�CSR�Day
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　当社は、東京海上グループの現状および今後の事業展開について、各ステークホルダーの皆様に正確・迅速に
ご理解いただけるよう公平でわかりやすいディスクロージャーの充実に努めています。

＊��IRとは、Investor�Relationsの略であり、企業が株主や投資家に対し、投資判断に必要な企業情報を提供する活動のことです。

　東京海上グループは情報開示にあたり、グループの「企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility : 
CSR）」の観点から、経営の透明性や公平性の向上に資する情報をご提供することに努めます。

1．情報開示に関する基本方針
 　適時開示につきましては、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」に則って、迅速な情報開示を行います。
　また、それ以外の情報に関しましても、お客様、株主・投資家、代理店、社員をはじめ、広く社会の皆様のご判断
のお役に立つべく、迅速、正確かつ公平な情報開示に積極的に努めます。

2．情報開示の方法
 　東京証券取引所規則等に基づく情報開示に関しましては、「適時開示情報伝達システム（Timely Disclosure 
network : TDnet）」によって開示するほか、報道機関等を通じて開示するとともに、その後、速やかに当社の
ホームページにも掲載します。

 また、それ以外の情報に関しましては、当該情報の内容に応じて、適切な方法により開示します。

3．ご注意
　この基本方針によって開示する情報は、東京海上グループの活動を正確、迅速かつ公平にお伝えする目的
のものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。

2004年11月30日策定
2007年 7月  5日改定
2008年 7月  1日改定
2010年 9月29日改定

　当社は2002年の設立以来、株主・投資家の皆様への正確で迅速な情報開示、ならびに株主・投資家の皆様
との積極的な対話に努めています。各種説明会や個別面談等を通じて、株主・投資家の皆様から頂戴したご意見、
ご助言は、健全で透明性の高いコーポレートガバナンスの実現を目指す上でも必要不可欠な貴重なものです。
それらを一つひとつ真摯に受け止め、今後の経営に活かせるようグループ社員一同努力していきます。

2011年度の活動概要
　東日本大震災直後より国内外の株主・投資家の皆様に向けた情報発信を積極的に行いました。
　また、台風やタイにおける洪水など自然災害による業績への影響や、米国のデルファイ社の買収手続き開始等、
株主・投資家の皆様にとって関心の高い出来事へのご理解の向上に努めました。

情報開示・IR

情報開示基本方針

IR（Investor Relations）活動＊
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個人投資家向けIR活動 個人投資家説明会 1回 （参加者約400名）
証券会社投資セミナー 7回 （参加者約600名）

機関投資家向けIR活動 決算IR説明会 2回 （参加者延べ約300名）
スモールミーティング＊ 4回 （延べ41社）
個別ミーティング （延べ222社）
決算IR電話会議 4回 （参加者延べ約350名）
海外IRミーティング 7回 （延べ173社）

＊�スモールミーティングとは、株主・投資家の皆様の関心事をテーマとして、数名から数十名の方に参加いただく説明会です。

　近年、企業への株式投資において、財務情報に加えて、環境・社会・
ガバナンス（ESG）情報を考慮して投資先を評価する投資手法とし
て、「SRI（社会的責任投資）」が注目されています。
　当社は、「Dow Jones Sustainability World Index（DJSI）」や

「FTSE 4 Good」などのSRIインデックスに選定される等、世界のSRI評価機関から高い評価をいただいて
います。

＊SRI:�Socially�Responsible�Investment
　�従来型の財務分析による投資基準に加え、法令順守・地域社会への貢献、地球温暖化対応等の社会・倫理面や環境面から企業を評価し、安定
的な収益を目指す投資手法。

個人投資家説明会当社ホームページ上の個人投資家説明会動画

社会的責任投資（SRI*）評価機関による高評価
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http://www.tokiomarinehd.com/

　当社は、ホームページによる財務、グループ概要、経営戦略、
CSRの取り組み等の情報発信を通じて、東京海上グループに
親しみと信頼感を持っていただくための「顔の見えるIR」を心
がけています。その他にもインターネットの特徴をいかした決算
説明会や投資家説明会の状況、社長のインタビュー、会社紹介
等の動画も掲載しています。

ホームページによる情報の提供

当社は大和インベスター・リレーションズ社評価にて「インターネットIRベスト企業賞」、
日興アイ・アール社評価にて「ホームページ充実度ランキング最優秀サイト」に選ば
れました。

　東京海上グループ各保険事業会社の開示情報に関しては、以下のホームページもご参照ください。
グループ各社のホームページ

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/ http://www.nisshinfire.co.jp/

東京海上日動 日新火災

http://www.edsp.co.jp/ http://www.tmssi.co.jp/

イーデザイン損保 東京海上ミレア少額短期

東京海上ホールディングスのホームページ
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http://www.tmn-anshin.co.jp/ http://www.tmn-financial.co.jp/

東京海上日動あんしん生命 東京海上日動フィナンシャル生命
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財務データ

事業の状況（連結） 90

連結財務諸表 102

主要な経営指標等の推移（単体） 142

財務諸表 143

保険持株会社およびその子会社等に係る
保険金等の支払能力の充実の状況 150

当社の子会社等である保険会社および
少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況 152

ALM剰余価額の金利感応度 156

エンベディッド・バリュー 157

法定準備金 164

＊詳細の情報につきましては、有価証券報告書をご参照ください。



 主要な経営指標等の推移（連結）

 連結会計年度
項　目

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

経常収益 （百万円） 3,710,066 3,503,102 3,570,803 3,288,605 3,415,984

正味収入保険料 （百万円） 2,245,135 2,134,243 2,292,911 2,272,117 2,324,492

経常利益又は経常損失（△）  （百万円） 179,071 △15,128 203,413 126,587 160,324

当期純利益 （百万円） 108,766 23,141 128,418 71,924 6,001

包括利益 （百万円） — — — △196,554 △10,558

純資産額 （百万円） 2,579,339 1,639,514 2,184,795 1,904,477 1,857,465

総資産額 （百万円） 17,283,242 15,247,223 17,265,868 16,528,644 16,338,460

連結ソルベンシー・マージン比率 （%） — — — — 717.8

1株当たり純資産額 （円） 3,195.45 2,066.92 2,753.87 2,460.21 2,398.66

1株当たり当期純利益金額 （円） 133.54 29.13 163.04 92.49 7.82

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 （円） 133.50 29.12 162.96 92.43 7.81

自己資本比率 （%） 14.83 10.68 12.56 11.41 11.26

自己資本利益率 （%） 3.65 1.10 6.76 3.55 0.32

株価収益率 （倍） 27.56 82.22 16.15 24.05 290.41

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 822,143 527,964 371,562 183,579 72,429

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △433,857 △1,693,745 170,771 △97,121 △200,542

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △66,404 104,189 △159,974 △224,723 101,089

現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 1,988,696 877,551 1,268,885 1,120,399 1,092,680

従業員数 （人） 24,959 28,063 29,578 29,758 30,831
(注) 1.  平成22年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定にあたり、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号 平成22年6月30日）および「1株

当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日公表分）を適用し、遡及処理しています。
 2. 従業員数は、就業人員数です。

事業の状況（連結） Business Conditions (Consolidated)
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 業績等の概要
1. 業績 
　平成23年度の世界経済は、米国では設備投資や個人消費の増加等を背景に持ち直し傾向となる一方、欧州ではギリシャに端を
発した政府債務問題の影響により景気が悪化しました。また、新興国では金融引き締めの影響等から成長率は鈍化しました。
　わが国経済は、東日本大震災やそれによるサプライチェーンの寸断、円高の影響等により厳しい状況にある中で、景気は緩やか
に回復しました。
　このような情勢のもと損害保険・生命保険を中心に事業展開を行った結果、平成23年度の連結経営成績は以下のとおりとなりま
した。
　保険引受収益2兆9,781億円、資産運用収益3,729億円などを合計した経常収益は、平成22年度に比べて1,273億円増加し、3
兆4,159億円となりました。一方、保険引受費用2兆6,983億円、資産運用費用381億円、営業費及び一般管理費5,155億円などを
合計した経常費用は、平成22年度に比べて936億円増加し、3兆2,556億円となりました。
　この結果、経常利益は平成22年度に比べて337億円増加し、1,603億円となりました。
　経常利益に特別利益、特別損失、法人税等合計などを加減した当期純利益は60億円と、平成22年度に比べて659億円の減少と
なりました。 

2. キャッシュ・フロー 
　平成 23 年度のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりです。
　営業活動によるキャッシュ・フローは、保険金の支払額の増加などにより、平成 22 年度に比べて 1,111 億円減少し、724 億
円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の減少などにより、平成 22 年度に比べ
て 1,034 億円減少し、2,005 億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れによる収入の増加などにより、
平成 22 年度に比べて 3,258 億円増加し、1,010 億円の収入となりました。
　これらの結果、平成23年度末の現金及び現金同等物の残高は、平成22年度末より277億円減少し、1兆926億円となりました。
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 国内損害保険事業の状況
　国内損害保険事業におきましては、経常収益は平成 22 年度に比べて 2,375 億円増加し、2 兆 6,633 億円となりました。経常
収益から正味支払保険金 1 兆 4,423 億円などの経常費用を差し引いた経常利益は、平成 22 年度に比べて 1,011 億円増加し、
2,057 億円となりました。国内損害保険事業における保険引受および資産運用の状況は、以下のとおりです。

〈保険引受業務〉
元受正味保険料（含む収入積立保険料） （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

金額 構成比（％） 対前年増減
(△)率(％) 金額 構成比（％） 対前年増減

(△)率(％)

火災保険 324,801 15.45 ー 346,321 15.73 6.63
海上保険 66,133 3.15 ー 65,916 2.99 △0.33
傷害保険 263,490 12.53 ー 282,797 12.85 7.33

自動車保険 929,146 44.19 ー 948,353 43.08 2.07

自動車損害賠償責任保険 220,106 10.47 ー 244,754 11.12 11.20
その他 299,063 14.22 ー 313,308 14.23 4.76

合計 2,102,742 100.00 ー 2,201,451 100.00 4.69

（うち収入積立保険料） (125,301) (5.96) (ー) (141,640) (6.43) (13.04)

(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
 2.  元受正味保険料（含む収入積立保険料）とは、元受保険料から元受解約返戻金および元受その他返戻金を控除したものです。（積立型保険の積立保険料を含みます。）

正味収入保険料 （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

金額 構成比（％） 対前年増減
(△)率(％) 金額 構成比（％） 対前年増減

(△)率(％)

火災保険 234,645 12.64 ー 246,955 13.00 5.25
海上保険 57,452 3.10 ー 57,065 3.00 △0.67
傷害保険 157,875 8.50 ー 159,410 8.39 0.97

自動車保険 923,777 49.76 ー 942,832 49.64 2.06

自動車損害賠償責任保険 235,226 12.67 ー 251,298 13.23 6.83
その他 247,306 13.32 ー 241,662 12.72 △2.28

合計 1,856,284 100.00 ー 1,899,224 100.00 2.31

(注) 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。

正味支払保険金 （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

金額 構成比（％） 対前年増減
(△)率(％) 金額 構成比（％） 対前年増減

(△)率(％)

火災保険 90,824 7.85 ー 368,737 25.56 305.99
海上保険 29,078 2.51 ー 35,739 2.48 22.91
傷害保険 85,472 7.39 ー 83,285 5.77 △2.56

自動車保険 599,439 51.84 ー 605,004 41.95 0.93

自動車損害賠償責任保険 234,344 20.27 ー 234,074 16.23 △0.12
その他 117,160 10.13 ー 115,517 8.01 △1.40

合計 1,156,320 100.00 ー 1,442,357 100.00 24.74

(注) 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。

事業の状況（連結） Business Conditions (Consolidated)
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〈資産運用業務〉
運用資産 （単位：百万円）

区　分
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

預貯金 131,172 1.60 112,180 1.43

コールローン 183,300 2.23 114,700 1.46

買現先勘定 121,967 1.48 304,931 3.89

買入金銭債権 789,138 9.60 548,194 7.00

金銭の信託 14,056 0.17 3,163 0.04

有価証券 5,455,118 66.38 5,348,304 68.27

貸付金 410,229 4.99 339,289 4.33

土地・建物 259,749 3.16 253,469 3.24

運用資産計 7,364,733 89.62 7,024,232 89.66

総資産 8,218,061 100.00 7,834,483 100.00

(注) 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。

有価証券 （単位：百万円）

区　分
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

国　債 1,886,760 34.59 2,159,891 40.38

地方債 153,438 2.81 122,909 2.30

社　債 636,927 11.68 613,605 11.47

株　式 2,251,039 41.26 1,967,327 36.78

外国証券 465,327 8.53 425,999 7.97

その他の証券 61,624 1.13 58,571 1.10

合　計 5,455,118 100.00 5,348,304 100.00

(注) 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。

利回り
運用資産利回り（インカム利回り） （単位：百万円）

区　分
平成22年度

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
平成23年度 

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

収入金額 平均運用額 年利回り(％) 収入金額 平均運用額 年利回り(％)

預貯金 389 108,588 0.36 357 90,885 0.39

コールローン 82 78,137 0.11 119 125,402 0.10

買現先勘定 152 124,533 0.12 152 139,362 0.11

債券貸借取引支払保証金 11 9,482 0.12 8 7,898 0.11

買入金銭債権 2,063 1,040,555 0.20 951 589,055 0.16

金銭の信託 129 13,621 0.95 56 7,364 0.77

有価証券 90,642 4,265,258 2.13 100,504 4,279,868 2.35

貸付金 8,332 460,555 1.81 7,009 378,109 1.85

土地・建物 10,397 269,597 3.86 9,797 261,759 3.74

小　計 112,202 6,370,330 1.76 118,957 5,879,706 2.02

その他 2,356 ー ー 1,439 ー ー

合　計 114,558 ー ー 120,397 ー ー
(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
 2. 収入金額は、連結損益計算書における「利息及び配当金収入」に、「金銭の信託運用益」および「金銭の信託運用損」のうち利息及び配当金収入相当額を含めた金額です。
 3. 平均運用額は、原則として各月末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。ただし、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金および買

入金銭債権については日々の残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。
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資産運用利回り（実現利回り） （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

資産運用損益
（実現ベース）

平均運用額
（取得原価ベース） 年利回り(％) 資産運用損益

（実現ベース）
平均運用額

（取得原価ベース） 年利回り(％)

預貯金 1,594 108,588 1.47 1,876 90,885 2.06

コールローン 82 78,137 0.11 119 125,402 0.10

買現先勘定 152 124,533 0.12 152 139,362 0.11

債券貸借取引支払保証金 11 9,482 0.12 8 7,898 0.11

買入金銭債権 5,133 1,040,555 0.49 9,479 589,055 1.61

金銭の信託 △29 13,621 △0.21 △5 7,364 △0.08

有価証券 179,576 4,265,258 4.21 204,237 4,279,868 4.77

貸付金 8,138 460,555 1.77 7,212 378,109 1.91

土地・建物 10,397 269,597 3.86 9,797 261,759 3.74

金融派生商品 23,800 ー ー 10,109 ー ー

その他 2,187 ー ー 2,090 ー ー

合　計 231,045 6,370,330 3.63 245,078 5,879,706 4.17

(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
 2. 資産運用損益（実現ベース）は、連結損益計算書における「資産運用収益」および「積立保険料等運用益」の合計額から「資産運用費用」を控除した金額です。
 3. 平均運用額（取得原価ベース）は原則として各月末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。ただし、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支

払保証金および買入金銭債権については日々の残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。

海外投融資 （単位：百万円）

区　分
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

外貨建     

　外国公社債 128,037 24.65 99,543 21.44

　外国株式 41,089 7.91 31,978 6.89

　その他 206,407 39.74 172,490 37.16

計 375,533 72.30 304,012 65.49

円貨建     

　非居住者貸付 5,675 1.09 4,168 0.90

　外国公社債 95,168 18.32 86,950 18.73

　その他 42,999 8.28 69,079 14.88

計 143,843 27.70 160,198 34.51

合　計 519,376 100.00 464,211 100.00

海外投融資利回り   

　運用資産利回り（インカム利回り） 0.96% 1.75%

　資産運用利回り（実現利回り） 2.31% 3.92%

(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
 2. 金銭の信託として運用しているものを含めて表示しています。
 3. 「海外投融資利回り」のうち「運用資産利回り（インカム利回り）」は、海外投融資に係る資産について、「利回り」「運用資産利回り（インカム利回り）」と同様の方法により算出

したものです。
 4. 「海外投融資利回り」のうち「資産運用利回り（実現利回り）」は、海外投融資に係る資産について、「利回り」「資産運用利回り（実現利回り）」と同様の方法により算出したもの

です。
 5. 平成22年度の外貨建「その他」の主なものは、公社債・株式を除く外国証券36,074百万円、買入金銭債権34,505百万円であり、円貨建「その他」の主なものは、公社債を除

く外国証券42,728百万円です。
  平成23年度の外貨建「その他」の主なものは、公社債・株式を除く外国証券38,606百万円であり、円貨建「その他」の主なものは、公社債を除く外国証券45,969百万円、買

入金銭債権23,110百万円です。
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 国内生命保険事業の状況
　　国内生命保険事業におきましては、経常収益は平成 22 年度に比べて 119 億円減少し、4,302 億円となりました。経常収益
から生命保険金等 1,317 億円などの経常費用を差し引いた経常利益は、平成 23 年度に比べて 3 億円増加し、75 億円となりま
した。国内生命保険事業における保険引受および資産運用の状況は、以下のとおりです。

〈保険引受業務〉
保有契約高 （単位：百万円）

区　分
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

金額 対前年増減（△）率（％） 金額 対前年増減（△）率（％）

個人保険 17,870,932 ー 18,933,423 5.95

個人年金保険 3,511,110 ー 3,551,478 1.15

団体保険 2,979,935 ー 2,969,699 △0.34

団体年金保険 5,410 ー 4,439 △17.95

(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
 2. 個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金を合計したものです。

 3. 団体年金保険については、責任準備金の金額です。

新契約高 （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

新契約＋転換 
による純増加 新契約 転換による 

純増加
新契約＋転換 
による純増加 新契約 転換による 

純増加

個人保険 2,658,676 2,658,676 ー 2,515,613 2,515,613 ー

個人年金保険 208,316 208,316 ー 191,192 191,192 ー

団体保険 19,517 19,517 ー 30,994 30,994 ー

団体年金保険 ー ー ー ー ー ー
(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
 2. 新契約の個人年金保険の金額は、年金支払開始時における年金原資または新契約時における基本保険金額です。

〈資産運用業務〉
運用資産 （単位：百万円）

区　分
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

預貯金 100,543 1.67 113,997 1.85

コールローン 24,241 0.40 13,691 0.22

債券貸借取引支払保証金 30,725 0.51 58,753 0.95

買入金銭債権 166,955 2.77 176,979 2.87

有価証券 5,516,095 91.39 5,620,772 91.21

貸付金 61,248 1.01 64,031 1.04

土地・建物 442 0.01 282 0.00

運用資産計 5,900,252 97.75 6,048,507 98.15

総資産 6,036,083 100.00 6,162,382 100.00

(注) 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
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有価証券 （単位：百万円）

区　分
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

国　債 2,965,994 53.77 3,251,001 57.84

地方債 30,606 0.55 12,662 0.23

社　債 237,578 4.31 159,752 2.84

株　式 405 0.01 342 0.01

外国証券 163,986 2.97 127,764 2.27

その他の証券 2,117,524 38.39 2,069,249 36.81

合　計 5,516,095 100.00 5,620,772 100.00

(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
 2. 平成22年度の「その他の証券」は、証券投資信託の受益権2,117,524百万円です。
  平成23年度の「その他の証券」は、証券投資信託の受益権2,069,249百万円です。

利回り
運用資産利回り（インカム利回り） （単位：百万円）

区　分
平成22年度

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
平成23年度 

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

収入金額 平均運用額 年利回り(％) 収入金額 平均運用額 年利回り(％)

預貯金 48 57,896 0.08 54 58,301 0.09

コールローン 21 22,896 0.10 15 14,758 0.10

債券貸借取引支払保証金 43 38,958 0.11 41 37,798 0.11

買入金銭債権 144 105,541 0.14 226 159,067 0.14

有価証券 61,490 3,284,063 1.87 61,330 3,404,191 1.80

貸付金 1,695 59,628 2.84 1,793 62,891 2.85

土地・建物 ー 516 0.00 ー 428 0.00

小　計 63,444 3,569,502 1.78 63,461 3,737,437 1.70

その他 ー ー ー ー ー ー

合　計 63,444 ー ー 63,461 ー ー
(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。なお、保険業法第118条に規定する特別勘定に係る収入金額および平均運用額については除外しています。
 2. 平均運用額は、原則として各月末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。ただし、コールローン、債券貸借取引支払保証金および買入金銭債権

については日々の残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。

資産運用利回り（実現利回り） （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

資産運用損益
（実現ベース）

平均運用額
（取得原価ベース） 年利回り(％) 資産運用損益

（実現ベース）
平均運用額

（取得原価ベース） 年利回り(％)

預貯金 △1,188 57,896 △2.05 △41 58,301 △0.07

コールローン 21 22,896 0.10 15 14,758 0.10

債券貸借取引支払保証金 43 38,958 0.11 41 37,798 0.11

買入金銭債権 144 105,541 0.14 226 159,067 0.14

有価証券 43,523 3,284,063 1.33 64,945 3,404,191 1.91

貸付金 1,695 59,628 2.84 1,793 62,891 2.85

土地・建物 ー 516 0.00 ー 428 0.00

金融派生商品 6,611 ー ー △11,668 ー ー

その他 △7 ー ー ー ー ー

合　計 50,845 3,569,502 1.42 55,311 3,737,437 1.48

(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。なお、保険業法第118条に規定する特別勘定に係る資産運用損益および平均運用額については除外しています。
 2. 資産運用損益（実現ベース）は、連結損益計算書における「資産運用収益」および「積立保険料等運用益」の合計額から「資産運用費用」を控除した金額です。
 3. 平均運用額（取得原価ベース）は原則として各月末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。ただし、コールローン、債券貸借取引支払保証金およ

び買入金銭債権については日々の残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。
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海外投融資 （単位：百万円）

区　分
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

外貨建     

　外国公社債 152,006 99.58 115,025 99.56

　外国株式 ー ー ー ー

　その他 647 0.42 513 0.44

計 152,653 100.00 115,538 100.00

円貨建     

　非居住者貸付 ー ー ー ー

　外国公社債 ー ー ー ー

　その他 ー ー ー ー

計 ー ー ー ー

合　計 152,653 100.00 115,538 100.00

海外投融資利回り   

　運用資産利回り（インカム利回り） 3.25% 2.90%

　資産運用利回り（実現利回り） △4.93% △4.67%

(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
 2. 「海外投融資利回り」のうち「運用資産利回り（インカム利回り）」は、海外投融資に係る資産について、「利回り」「運用資産利回り（インカム利回り）」と同様の方法により算出

したものです。
 3. 「海外投融資利回り」のうち「資産運用利回り（実現利回り）」は、海外投融資に係る資産について、「利回り」「資産運用利回り（実現利回り）」と同様の方法により算出したもの

です。
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 海外保険事業の状況
　海外保険事業におきましては、経常収益は平成 22 年度に比べて 96 億円減少し、5,302 億円となりました。経常収益から正
味支払保険金 2,177 億円などの経常費用を差し引いた経常損益は、平成 22 年度に比べて 691 億円減少し、546 億円の損失と
なりました。海外保険事業における保険引受および資産運用の状況は、以下のとおりです。

〈保険引受業務〉
正味収入保険料 （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

金額 構成比（％） 対前年増減 
(△)率(％) 金額 構成比（％） 対前年増減 

(△)率(％)

火災保険 161,453 38.82 ー 161,619 38.00 0.10

海上保険 28,056 6.75 ー 30,438 7.16 8.49

傷害保険 13,624 3.28 ー 13,439 3.16 △1.36

自動車保険 89,432 21.50 ー 87,872 20.66 △1.74

その他 123,366 29.66 ー 131,992 31.03 6.99

合　計 415,933 100.00 ー 425,363 100.00 2.27

(注) 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。

正味支払保険金 （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

金額 構成比（％） 対前年増減 
(△)率(％) 金額 構成比（％） 対前年増減 

(△)率(％)

火災保険 59,928 32.66 ー 93,395 42.89 55.85

海上保険 15,494 8.44 ー 13,066 6.00 △15.67

傷害保険 4,790 2.61 ー 5,114 2.35 6.76

自動車保険 56,284 30.67 ー 53,724 24.67 △4.55

その他 47,002 25.61 ー 52,474 24.10 11.64

合　計 183,501 100.00 ー 217,776 100.00 18.68

(注) 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。

〈資産運用業務〉
運用資産 （単位：百万円）

区　分
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

預貯金 131,931 6.76 159,113 7.74

買入金銭債権 124,575 6.39 138,621 6.74

有価証券 1,048,210 53.74 1,130,320 55.00

貸付金 21,269 1.09 21,290 1.04

土地・建物 18,445 0.95 17,385 0.85

運用資産計 1,344,433 68.93 1,466,731 71.36

総資産 1,950,366 100.00 2,055,259 100.00

(注) 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
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利回り
運用資産利回り（インカム利回り） （単位：百万円）

区　分
平成22年度

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
平成23年度 

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

収入金額 平均運用額 年利回り(％) 収入金額 平均運用額 年利回り(％)

預貯金 2,572 136,214 1.89 3,613 149,245 2.42

買入金銭債権 5,434 137,542 3.95 5,081 125,053 4.06

有価証券 32,989 906,028 3.64 32,503 1,008,668 3.22

貸付金 1,273 21,397 5.95 1,239 22,020 5.63

土地・建物 416 17,423 2.39 541 18,339 2.95

小　計 42,686 1,218,605 3.50 42,978 1,323,327 3.25

その他 447 ー ー 501 ー ー

合　計 43,133 ー ー 43,480 ー ー
(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。なお、連結貸借対照表における有価証券には持分法適用会社に対する株式が含まれていますが、平均運用額および年

利回りの算定上は同株式を除外しています。
 2. 平均運用額は、期首・期末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。

資産運用利回り（実現利回り） （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

資産運用損益
（実現ベース）

平均運用額
（取得原価ベース） 年利回り(％) 資産運用損益

（実現ベース）
平均運用額

（取得原価ベース） 年利回り(％)

預貯金 2,769 136,214 2.03 2,897 149,245 1.94

買入金銭債権 4,854 137,542 3.53 4,523 125,053 3.62

有価証券 44,096 906,028 4.87 34,839 1,008,668 3.45

貸付金 1,325 21,397 6.19 955 22,020 4.34

土地・建物 416 17,423 2.39 541 18,339 2.95

金融派生商品 10 ー ー △490 ー ー

その他 966 ー ー 308 ー ー

合　計 54,439 1,218,605 4.47 43,575 1,323,327 3.29

(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。なお、連結貸借対照表における有価証券には持分法適用会社に対する株式が含まれていますが、平均運用額および年
利回りの算定上は同株式を除外しています。

 2. 資産運用損益（実現ベース）は、連結損益計算書における「資産運用収益」および「積立保険料等運用益」の合計額から「資産運用費用」を控除した金額です。
 3. 平均運用額（取得原価ベース）は、期首・期末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。

99東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012

経
営
に
つ
い
て

財
務
デ
ー
タ

会
社
デ
ー
タ

事
業
概
況

経
営
体
制

C
S
R



事業の状況（連結） Business Conditions (Consolidated)

 全事業の状況（参考）
元受正味保険料（含む収入積立保険料） （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

金額 構成比（％） 対前年増減
(△)率(％) 金額 構成比（％） 対前年増減

(△)率(％)

火災保険 441,311 17.84 △7.60 458,999 17.82 4.01
海上保険 97,508 3.94 2.69 102,571 3.98 5.19
傷害保険 277,128 11.20 △0.75 296,619 11.52 7.03

自動車保険 1,013,141 40.96 0.01 1,028,394 39.94 1.51

自動車損害賠償責任保険 220,106 8.90 1.09 244,754 9.50 11.20
その他 424,387 17.16 △1.37 443,708 17.23 4.55

合　計 2,473,584 100.00 △1.56 2,575,048 100.00 4.10

（うち収入積立保険料） (125,301) (5.07) (△9.46) (141,640) (5.50) (13.04)

(注) 1. 諸数値はセグメント間の内部取引相殺後の金額です。
 2. 元受正味保険料（含む収入積立保険料）とは、元受保険料から元受解約返戻金および元受その他返戻金を控除したものです。（積立型保険の積立保険料を含みます。）

正味収入保険料 （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

金額 構成比（％） 対前年増減
(△)率(％) 金額 構成比（％） 対前年増減

(△)率(％)

火災保険 396,089 17.43 △5.89 408,567 17.58 3.15
海上保険 85,509 3.76 2.14 87,504 3.76 2.33
傷害保険 171,497 7.55 0.91 172,846 7.44 0.79

自動車保険 1,013,178 44.59 0.40 1,030,673 44.34 1.73
自動車損害賠償責任保険 235,226 10.35 2.83 251,298 10.81 6.83

その他 370,616 16.31 △2.58 373,602 16.07 0.81

合　計 2,272,117 100.00 △0.91 2,324,492 100.00 2.31

(注) 諸数値はセグメント間の内部取引相殺後の金額です。

正味支払保険金 （単位：百万円）

区　分

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度 
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

金額 構成比（％） 対前年増減
(△)率(％) 金額 構成比（％） 対前年増減

(△)率(％)

火災保険 150,753 11.25 △6.70 462,132 27.84 206.55
海上保険 44,549 3.33 △10.53 48,784 2.94 9.51
傷害保険 90,192 6.73 0.30 88,327 5.32 △2.07

自動車保険 655,722 48.94 2.48 658,728 39.68 0.46
自動車損害賠償責任保険 234,344 17.49 0.38 234,074 14.10 △0.12

その他 164,163 12.25 △4.11 167,992 10.12 2.33

合　計 1,339,724 100.00 △0.45 1,660,040 100.00 23.91

(注) 諸数値はセグメント間の内部取引相殺後の金額です。
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 連結貸借対照表
 連結会計年度
科　目

平成22年度
（平成23年3月31日）

平成23年度
（平成24年3月31日） 比較増減

金　額 構成比（％） 金　額 構成比（％）
（資産の部）
現金及び預貯金 398,488 2.41 405,432 2.48 6,943 
コールローン 207,541 1.26 128,391 0.79 △79,150 
買現先勘定 121,967 0.74 304,931 1.87 182,964 
債券貸借取引支払保証金 30,725 0.19 58,753 0.36 28,028 
買入金銭債権 1,080,670 6.54 863,794 5.29 △216,875 
金銭の信託 14,056 0.09 3,163 0.02 △10,893 
有価証券 12,173,088 73.65 12,229,159 74.85 56,071 
貸付金 482,899 2.92 424,743 2.60 △58,156 
有形固定資産 313,760 1.90 303,819 1.86 △9,940 
　　土地 144,590 144,356 
　　建物 139,144 137,455 
　　建設仮勘定 6,604 1,818 
　　その他の有形固定資産 23,421 20,189 
無形固定資産 344,479 2.08 320,145 1.96 △24,334 
　　ソフトウエア 4,841 4,786 
　　のれん 258,022 243,091 
　　その他の無形固定資産 81,616 72,266 
その他資産 1,160,925 7.02 1,066,905 6.53 △94,019 
繰延税金資産 149,030 0.90 174,201 1.07 25,171 
支払承諾見返 72,547 0.44 74,359 0.46 1,812 
貸倒引当金 △21,536 △0.13 △19,340 △0.12 2,195 
資産の部合計 16,528,644 100.00 16,338,460 100.00 △190,184 
（負債の部）
保険契約準備金 11,868,495 71.81 11,822,090 72.36 △46,404 
　　支払備金 1,363,211 1,444,219 
　　責任準備金等 10,505,284 10,377,870 
社債 125,079 0.76 111,140 0.68 △13,939 
その他負債 2,144,469 12.97 2,051,509 12.56 △92,960 
　　債券貸借取引受入担保金 1,375,838 1,142,039 
　　その他の負債 768,631 909,470 
退職給付引当金 166,199 1.01 175,094 1.07 8,895 
役員退職慰労引当金 18 0.00 25 0.00 7 
賞与引当金 22,424 0.14 24,381 0.15 1,957 
特別法上の準備金 65,855 0.40 70,137 0.43 4,282 
　　価格変動準備金 65,855 70,137 
繰延税金負債 37,864 0.23 41,291 0.25 3,426 
負ののれん 121,213 0.73 110,964 0.68 △10,249 
支払承諾 72,547 0.44 74,359 0.46 1,812 
負債の部合計 14,624,167 88.48 14,480,995 88.63 △143,172 
（純資産の部）
株主資本
　　資本金 150,000 150,000 
　　利益剰余金 1,135,510 1,104,810 
　　自己株式 △109,749 △109,418 
　　株主資本合計 1,175,760 7.11 1,145,391 7.01 △30,369 
その他の包括利益累計額
　　その他有価証券評価差額金 822,481 828,245 
　　繰延ヘッジ損益 16,483 22,780 
　　為替換算調整勘定 △128,181 △156,812 
　　その他の包括利益累計額合計 710,783 4.30 694,213 4.25 △16,570 
新株予約権 1,426 0.01 1,598 0.01 171 
少数株主持分 16,506 0.10 16,261 0.10 △244 
純資産の部合計 1,904,477 11.52 1,857,465 11.37 △47,012 
負債及び純資産の部合計 16,528,644 100.00 16,338,460 100.00 △190,184 

（単位：百万円）
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 連結損益計算書
 連結会計年度
科　目

平成22年度
平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）

平成23年度
平成23年4月１日から （平成24年3月31日まで） 比較増減

経常収益 3,288,605 3,415,984 127,379 
　保険引受収益 2,874,082 2,978,100 104,018 
　　正味収入保険料 2,272,117 2,324,492 52,375 
　　収入積立保険料 125,301 141,640 16,338 
　　積立保険料等運用益 64,997 60,800 △ 4,196 
　　生命保険料 405,361 344,550 △ 60,810 
　　責任準備金等戻入額 － 100,727 100,727 
　　その他保険引受収益 6,304 5,888 △ 415 
　資産運用収益 347,757 372,910 25,152 
　　利息及び配当金収入 219,951 226,291 6,340 
　　金銭の信託運用益 46 289 243 
　　売買目的有価証券運用益 11,737 3,608 △ 8,128 
　　有価証券売却益 137,446 139,434 1,987 
　　有価証券償還益 1,222 292 △ 929 
　　金融派生商品収益 30,405 － △ 30,405 
　　特別勘定資産運用益 － 52,693 52,693 
　　その他運用収益 11,945 11,100 △ 844 
　　積立保険料等運用益振替 △ 64,997 △ 60,800 4,196 
　その他経常収益 66,766 64,974 △ 1,791 
　　負ののれん償却額 10,250 10,250 － 
　　持分法による投資利益 2,343 685 △ 1,657 
　　その他の経常収益 54,172 54,038 △ 134 
経常費用 3,162,018 3,255,660 93,642 
　保険引受費用 2,512,937 2,698,374 185,437 
　　正味支払保険金 1,339,724 1,660,040 320,315 
　　損害調査費 93,749 97,130 3,380 
　　諸手数料及び集金費 448,444 445,605 △ 2,839 
　　満期返戻金 273,929 256,028 △ 17,901 
　　契約者配当金 509 765 255 
　　生命保険金等 166,253 155,113 △ 11,140 
　　支払備金繰入額 176,563 78,014 △ 98,548 
　　責任準備金等繰入額 7,016 － △ 7,016 
　　その他保険引受費用 6,744 5,676 △ 1,067 
　資産運用費用 105,798 38,197 △ 67,601 
　　金銭の信託運用損 75 295 219 
　　有価証券売却損 13,694 18,253 4,559 
　　有価証券評価損 24,559 10,172 △ 14,387 
　　有価証券償還損 4,635 3,220 △ 1,415 
　　金融派生商品費用 － 1,998 1,998 
　　特別勘定資産運用損 28,282 － △ 28,282 
　　その他運用費用 34,550 4,257 △ 30,293 
　営業費及び一般管理費 534,487 515,563 △ 18,923 
　その他経常費用 12,660 9,375 △ 3,284 
　　支払利息 4,502 2,839 △ 1,662 
　　貸倒引当金繰入額 729 － △ 729 
　　貸倒損失 149 56 △ 93 
　　保険業法第113条繰延資産償却費 1,061 1,659 598 
　　その他の経常費用 6,217 4,820 △ 1,397 
　保険業法第113条繰延額 △ 3,865 △ 5,850 △ 1,985 
経常利益 126,587 160,324 33,736 
特別利益 5,360 4,901 △ 458 
　固定資産処分益 2,980 3,132 151 
　負ののれん発生益 55 57 1 
　持分変動利益 76 － △ 76 
　その他特別利益 2,247 1,712 △ 534 
特別損失 24,263 11,962 △ 12,300 
　固定資産処分損 4,253 2,542 △ 1,711 
　減損損失 5,390 1,364 △ 4,026 
　段階取得に係る差損 － 2,762 2,762 
　持分変動損失 － 113 113 
　特別法上の準備金繰入額 4,454 4,282 △ 171 
　　価格変動準備金繰入額 （4,454） (4,282) (△ 171)
　資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,029 － △ 3,029 
　その他特別損失 7,135 897 △ 6,237 
税金等調整前当期純利益 107,684 153,263 45,579 
法人税及び住民税等 59,752 72,931 13,178 
法人税等調整額 △ 25,538 73,935 99,474 
法人税等合計 34,213 146,866 112,652 
少数株主損益調整前当期純利益 73,470 6,397 △ 67,073 
少数株主利益 1,546 395 △ 1,150 
当期純利益 71,924 6,001 △ 65,922 

（単位：百万円）
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 連結包括利益計算書

 連結株主資本等変動計算書

 連結会計年度
科　目

平成22年度
平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）

平成23年度
平成23年4月１日から （平成24年3月31日まで） 比較増減

少数株主損益調整前当期純利益 73,470 6,397 △67,073 
その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 △215,287 6,733 222,021 
　繰延ヘッジ損益 3,782 6,297 2,514 
　為替換算調整勘定 △57,488 △31,495 25,993 
　持分法適用会社に対する持分相当額 △1,031 1,508 2,539 
　その他の包括利益合計 △270,024 △16,955 253,068 
包括利益 △196,554 △10,558 185,995 
　（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 △197,550 △10,032 187,518 
　少数株主に係る包括利益 996 △526 △1,522 

 連結会計年度
科　目

平成22年度
平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）

平成23年度
平成23年4月１日から （平成24年3月31日まで） 比較増減

株主資本
　資本金
　　当期首残高 150,000 150,000 ー
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 ー ー ー
　　当期末残高 150,000 150,000 ー
　利益剰余金
　　当期首残高 1,098,403 1,135,510 37,106
　　在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減 6,264 ー △6,264
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △39,904 △38,343 1,560
　　　当期純利益 71,924 6,001 △65,922
　　　自己株式の処分 △70 △30 39
　　　連結範囲の変動 ー 2,089 2,089
　　　持分法の適用範囲の変動 △799 △88 711
　　　その他 （注）△307 （注）△327 △19
　　　当期変動額合計 30,841 △30,699 △61,541
　　当期末残高 1,135,510 1,104,810 △30,699
　自己株式
　　当期首残高 △59,481 △109,749 △50,267
　　当期変動額
　　　自己株式の取得 △50,587 △38 50,548
　　　自己株式の処分 319 368 49
　　　当期変動額合計 △50,267 330 50,597
　　当期末残高 △109,749 △109,418 330
　株主資本合計
　　当期首残高 1,188,921 1,175,760 △13,160
　　在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減 6,264 ー △6,264
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △39,904 △38,343 1,560
　　　当期純利益 71,924 6,001 △65,922
　　　自己株式の取得 △50,587 △38 50,548
　　　自己株式の処分 249 338 88
　　　連結範囲の変動 ー 2,089 2,089
　　　持分法の適用範囲の変動 △799 △88 711
　　　その他 （注）△307 （注）△327 △19
　　　当期変動額合計 △19,425 △30,369 △10,943
　　当期末残高 1,175,760 1,145,391 △30,369

（単位：百万円）

（単位：百万円）

連結財務諸表 Consolidated Financial Statements

104 東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012



 連結株主資本等変動計算書（つづき）
 連結会計年度
科　目

平成22年度
平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）

平成23年度
平成23年4月１日から （平成24年3月31日まで） 比較増減

その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金
　　当期首残高 1,037,168 822,481 △214,686
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △214,686 5,763 220,450
　　　当期変動額合計 △214,686 5,763 220,450
　　当期末残高 822,481 828,245 5,763
　繰延ヘッジ損益
　　当期首残高 12,700 16,483 3,782
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,782 6,297 2,514
　　　当期変動額合計 3,782 6,297 2,514
　　当期末残高 16,483 22,780 6,297
　為替換算調整勘定
　　当期首残高 △69,825 △128,181 △58,355
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58,355 △28,631 29,724
　　　当期変動額合計 △58,355 △28,631 29,724
　　当期末残高 △128,181 △156,812 △28,631
新株予約権
　当期首残高 1,102 1,426 324
　当期変動額
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 324 171 △152
　　当期変動額合計 324 171 △152
　当期末残高 1,426 1,598 171
少数株主持分
　当期首残高 14,727 16,506 1,778
　当期変動額
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,778 △244 △2,022
　　当期変動額合計 1,778 △244 △2,022
　当期末残高 16,506 16,261 △244
純資産合計
　当期首残高 2,184,795 1,904,477 △280,317
　在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減 6,264 ー △6,264
　当期変動額
　　剰余金の配当 △39,904 △38,343 1,560
　　当期純利益 71,924 6,001 △65,922
　　自己株式の取得 △50,587 △38 50,548
　　自己株式の処分 249 338 88
　　連結範囲の変動 — 2,089 2,089
　　持分法の適用範囲の変動 △799 △88 711
　　その他 （注）△307 （注）△327 △19
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △267,157 △16,642 250,514
　　当期変動額合計 △286,582 △47,012 239,570
　当期末残高 1,904,477 1,857,465 △47,012

（単位：百万円）

（注） その他の主な内訳は、在外連結子会社が採用する会計処理基準に基づく税効果の組替調整額等です。
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 連結キャッシュ・フロー計算書
 連結会計年度
科　目

平成22年度
平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）

平成23年度
平成23年4月１日から （平成24年3月31日まで） 比較増減

営業活動によるキャッシュ・フロー
　　税金等調整前当期純利益 107,684 153,263 45,579
　　減価償却費 31,058 30,033 △1,025
　　減損損失 5,390 1,364 △4,026
　　のれん償却額 16,580 16,719 138
　　負ののれん償却額 △10,250 △10,250 △0
　　負ののれん発生益 △55 △57 △1
　　支払備金の増減額（△は減少） 178,182 78,970 △99,211
　　責任準備金等の増減額（△は減少） 4,162 △103,533 △107,695
　　貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,688 △1,937 1,751
　　退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,160 7,193 1,033
　　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 7 1
　　賞与引当金の増減額（△は減少） △1,942 1,900 3,843
　　固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） △1,603 － 1,603
　　価格変動準備金の増減額（△は減少） 4,454 4,282 △171
　　利息及び配当金収入 △219,951 △226,291 △6,340
　　有価証券関係損益（△は益） △105,010 △111,213 △6,202
　　支払利息 4,502 2,839 △1,662
　　為替差損益（△は益） 24,772 2,435 △22,336
　　有形固定資産関係損益（△は益） 2,830 △547 △3,377
　　持分法による投資損益（△は益） △2,343 △685 1,657
　　特別勘定資産運用損益（△は益） 28,282 △52,693 △80,975
　　その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） △22,161 74,863 97,025
　　その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） 22,140 17,080 △5,060
　　その他 2,932 △3,486 △6,418
　　小計 72,131 △119,741 △191,873
　　利息及び配当金の受取額 214,487 229,473 14,986
　　利息の支払額 △4,671 △2,920 1,751
　　法人税等の支払額 △102,649 △38,498 64,151
　　その他 4,281 4,115 △165
　営業活動によるキャッシュ・フロー 183,579 72,429 △111,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
　　預貯金の純増減額（△は増加） 23,177 △146,996 △170,174
　　買入金銭債権の取得による支出 △807,992 △341,959 466,033
　　買入金銭債権の売却・償還による収入 984,746 560,155 △424,591
　　金銭の信託の増加による支出 △3,000 － 3,000
　　金銭の信託の減少による収入 692 10,887 10,195
　　有価証券の取得による支出 △3,362,176 △2,809,973 552,202
　　有価証券の売却・償還による収入 3,275,850 2,832,904 △442,945
　　貸付けによる支出 △200,828 △183,064 17,764
　　貸付金の回収による収入 261,983 240,412 △21,571
　　債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 △251,372 △335,223 △83,851
　　その他 △3,570 △2,095 1,474
　　資産運用活動計 △82,490 △174,953 △92,463
　　営業活動及び資産運用活動計 101,088 △102,524 △203,613
　　有形固定資産の取得による支出 △24,235 △21,341 2,893
　　有形固定資産の売却による収入 9,604 6,911 △2,692
　　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △10,983 △10,983
　　子会社株式の取得による支出 － △175 △175
　投資活動によるキャッシュ・フロー △97,121 △200,542 △103,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
　　借入れによる収入 50,000 170,000 120,000
　　借入金の返済による支出 △167,908 △88,703 79,204
　　短期社債の発行による収入 9,999 － △9,999
　　短期社債の償還による支出 △10,000 － 10,000
　　社債の発行による収入 271 100 △171
　　社債の償還による支出 △53,361 △13,857 39,503
　　債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） 38,658 73,396 34,738
　　自己株式の取得による支出 △50,587 △38 50,548
　　配当金の支払額 △39,848 △38,302 1,545
　　少数株主への配当金の支払額 △249 △588 △338
　　少数株主からの払込みによる収入 1,140 1,079 △61
　　その他 △2,837 △1,995 842
　財務活動によるキャッシュ・フロー △224,723 101,089 325,812
現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,220 △6,562 3,658
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △148,485 △33,586 114,899
現金及び現金同等物の期首残高 1,268,885 1,120,399 △148,485
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 4,231 4,231
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,635 1,635
現金及び現金同等物の期末残高 1,120,399 1,092,680 △27,719

（単位：百万円）
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 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
1. 連結の範囲に関する事項 

（1） 連結子会社の数 63社
 主要な会社名 
 　東京海上日動火災保険㈱
 　日新火災海上保険㈱
 　東京海上日動あんしん生命保険㈱
 　東京海上日動フィナンシャル生命保険㈱
 　東京海上ミレア少額短期保険㈱
 　Tokio Marine North America, Inc. 
 　Philadelphia Consolidated Holding Corp.
 　Philadelphia Indemnity Insurance Company
 　First Insurance Company of Hawaii, Ltd.
 　Kiln Group Limited
 　Kiln Underwriting Limited
 　Tokio Millennium Re (UK) Limited
 　Tokio Marine Underwriting Limited
 　Tokio Marine Bluebell Re Limited
 　Tokio Marine Asia Pte. Ltd.
 　Asia General Holdings Limited
 　Tokio Marine Insurance Singapore Ltd.
 　Tokio Marine Life Insurance Singapore Ltd.
 　Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd.
 　Tokio Marine Seguradora S.A.
 　Tokio Millennium Re Ltd.
 　Tokio Marine Financial Solutions Ltd.
  　Tokio Marine North America, Inc.、東京海上日動火災保険（中国）有限公司は、重要性が増加したため、また、First 

Insurance Company of Hawaii, Ltd.他5社は株式の追加取得により子会社となったため、それぞれ平成23年度より連結
子会社に含めています。なお、Manchester Marine Underwriters Limited 他2社は清算結了したため、連結の範囲から除
外しています。

（2） 主要な非連結子会社の名称等 
主要な会社名 
　東京海上日動調査サービス㈱
　東京海上キャピタル㈱
連結の範囲から除外した理由
　非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金等の観点からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、当
企業集団の財政状態と経営成績に関する合理的な判断を妨げるほどの重要性がないため、連結の範囲から除外しています。

2. 持分法の適用に関する事項  
（1） 持分法適用の関連会社の数 11社

主要な会社名 
　Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited
　Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limitedは重要性が増加したため、また、WNC Holding Company, LP他7
社は株式の取得等により関連会社となったため、平成23年度より持分法適用の範囲に含めています。なお、First Insurance 
Company of Hawaii, Ltd.は株式の追加取得により関連会社から子会社となったため、持分法適用の範囲から除外してい
ます。
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（2）  持分法を適用していない非連結子会社（東京海上日動調査サービス㈱、東京海上キャピタル㈱他）および関連会社（IFFCO-
TOKIO General Insurance Co. Ltd. 他）は、それぞれ当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全
体としても重要性がないので、持分法の適用範囲から除外しています。

（3）  当社は、東京海上日動火災保険㈱および日新火災海上保険㈱を通じて日本地震再保険㈱の議決権の30.1%を所有してい
ますが、同社事業の公共性を踏まえ、同社事業等の方針決定に対し重要な影響を与えることができないと判断されることか
ら、関連会社から除いています。

（4） 決算日が連結決算日と異なる持分法適用会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しています。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 
　国内連結子会社1社および海外連結子会社53社の決算日は12月31日ですが、決算日の差異が3か月を超えていないため、
本連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用しています。なお、連結決算日との差異期間における重要な
取引については、連結上必要な調整を行っています。

4. 会計処理基準に関する事項 
（1） 有価証券の評価基準および評価方法 

①売買目的有価証券の評価は、時価法によっています。なお、売却原価の算定は移動平均法に基づいています。
②満期保有目的の債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法（定額法）によっています。
③業種別監査委員会報告第21号「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平

成12年11月16日　日本公認会計士協会）に基づく責任準備金対応債券の評価は移動平均法に基づく償却原価法（定額
法）によっています。

 なお、責任準備金対応債券に係る連結貸借対照表計上額および時価は「（有価証券関係）3.責任準備金対応債券」に記載
しています。

 また、責任準備金対応債券に関するリスク管理方針の概要は以下のとおりです。
 東京海上日動あんしん生命保険㈱において、資産・負債の金利リスクの変動を適切に管理するために「解約返戻金市場金

利連動型個人年金保険（米国通貨建）のうち据置期間中の保険契約に係るドル建て責任準備金部分」、「積立利率変動型
個人年金保険のうち据置期間中の保険契約に係る責任準備金の積立金部分」、「積立利率変動型一時払終身積立保険

（米国通貨建）に係る責任準備金の積立金部分」、「積立利率変動型一時払終身積立保険（日本国通貨建）に係る責任準備
金の積立金部分」および「一時払個人年金保険に係る責任準備金の積立金部分」を小区分として設定し、各小区分に係る
責任準備金のデュレーションと責任準備金対応債券のデュレーションを一定幅の中で対応させる運用方針をとっています。

④その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。なお、評価差額
は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に基づいています。

⑤その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものの評価は、移動平均法に基づく原価法によっ
ています。

⑥持分法を適用していない非連結子会社株式および関連会社株式については、移動平均法に基づく原価法によっています。
⑦有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法

によっています。

（2） デリバティブ取引の評価基準および評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法によっています。

（3） 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
①有形固定資産 
 　当社および国内連結子会社の保有する有形固定資産の減価償却は、定率法により行っています。
 　ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物付属設備等を除く）については、定額法により行っています。
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②無形固定資産 
 　海外子会社の買収により取得した無形固定資産については、その効果が及ぶと見積もられる期間にわたり、効果の発

現する態様にしたがって償却しています。

（4） 重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金
 　主な国内連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準および償却・引当基準に基づき、

次のとおり計上しています。
 　破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する

債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保
証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を計上しています。

 　今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額
および保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認
められる額を計上しています。

 　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上
しています。

 　また、すべての債権は資産の自己査定基準に基づき、資産計上部門および資産管理部門が資産査定を実施し、当該部
門から独立した資産監査部門が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の計上を行っています。

②退職給付引当金
 　当社および主な国内連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、平成23年度末における退職給付債務および年

金資産の見込額に基づいて、平成23年度末に発生していると認められる額を計上しています。
 　過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（7～14年）による定額法によ

り、費用処理しています。
 　数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（1～14年）による定額法

により、翌連結会計年度から費用処理しています。
③役員退職慰労引当金
 　一部の国内連結子会社は、役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく平成23年度末の要支給額を計上しています。
④賞与引当金
 　当社および主な国内連結子会社は、従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しています。
⑤価格変動準備金
 　国内保険連結子会社は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき計上してい 

ます。

（5） 消費税等の会計処理 
　当社および国内連結子会社の消費税等の会計処理は税抜方式によっています。ただし、国内保険連結子会社の営業費及
び一般管理費等の費用は税込方式によっています。
　なお、資産に係る控除対象外消費税等はその他資産（仮払金）に計上し、5年間で均等償却を行っています。

（6） 重要なリース取引の処理方法 
　主な国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始す
る連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（7） 重要なヘッジ会計の方法 
①金利関係 
 　東京海上日動火災保険㈱および東京海上日動あんしん生命保険㈱は、長期の保険契約等に付随して発生する金利の

変動リスクを軽減するため、金融資産と保険負債等を同時に評価・分析し、リスクをコントロールする資産・負債総合管理
（ALM）を実施しています。

 　東京海上日動火災保険㈱および東京海上日動あんしん生命保険㈱は、この管理のために利用している金利スワップ取
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引の一部については、業種別監査委員会報告第26号「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査
上の取扱い」（平成14年9月3日　日本公認会計士協会）（以下「第26号報告」といいます）に基づく繰延ヘッジ処理を行っ
ています。ヘッジ対象となる保険負債とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ
ヘッジ指定を行っており、ヘッジに高い有効性があるため、ヘッジ有効性の評価を省略しています。また、第26号報告適用
前の業種別監査委員会報告第16号「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」

（平成12年3月31日　日本公認会計士協会）による繰延ヘッジ利益については、第26号報告の経過措置に基づいて、東
京海上日動火災保険㈱においては平成15年3月末の繰延ヘッジ利益をヘッジ手段の残存期間（1～17年）にわたり、東京
海上日動あんしん生命保険㈱においては平成14年3月末の繰延ヘッジ利益をヘッジ手段の残存期間（6～10年）にわたり、
それぞれ定額法により損益に配分しています。なお、本経過措置に基づく平成23年度末の繰延ヘッジ損益（税相当額控
除前）は22,693百万円、平成23年度の損益に配分された額は4,008百万円です。

②為替関係 
 　東京海上日動火災保険㈱は、外貨建資産に係る将来の為替相場の変動リスクを軽減する目的で実施している為替予約

取引の一部について、時価ヘッジ処理および振当処理を行っています。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同
一であり、ヘッジに高い有効性があるため、ヘッジ有効性の評価を省略しています。また、外貨建予定取引の円貨建キャッ
シュ・フローを固定する目的で実施している為替予約取引の一部については、繰延ヘッジ処理を行っています。ヘッジ有効
性の評価は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、
両者の変動額を基礎にして判断しています。

（8） のれんの償却方法及び償却期間
　連結貸借対照表の資産の部に計上したのれんについて、Philadelphia Consolidated Holding Corp.に係るものについ
ては20年間、Kiln Group Limitedに係るものについては10年間、その他については2～15年間で均等償却しています。た
だし、少額のものについては一括償却しています。
　なお、平成22年3月31日以前に発生した負ののれんについては、連結貸借対照表の負債の部に計上し、20年間の均等償
却を行っています。

（9） 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　手許現金、要求払預金および取得日から満期日または償還日までの期間が3か月以内の定期預金等の短期投資からなっ
ています。

（10） 保険業法第113条繰延資産の処理方法 
　イーデザイン損害保険㈱の保険業法第113条繰延資産の繰入額および償却額の計算は、法令および同社の定款の規定
に基づき行っています。

（会計方針の変更）
　平成23年度より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号　平成22年6月30日）および「1株当た
り当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号　平成22年6月30日公表分）を適用しています。
　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションに
ついて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業
が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しています。
　なお、これによる影響については、「1株当たり情報」に記載しています。
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 追加情報
〈会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用〉
　平成23年度の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基
準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しています。

 注記事項
〈連結貸借対照表関係〉
1. 有形固定資産の減価償却累計額は343,158百万円、圧縮記帳額は20,873百万円です。

2. 非連結子会社および関連会社の株式等は次のとおりです。 
 　有価証券（株式） 50,894百万円
 　有価証券（出資金） 34,060百万円

3.  貸付金のうち、破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額および貸付条件緩和債権額の合計額は12,138百万円です。
この内訳は次のとおりです。

（1） 破綻先債権額は1,289百万円です。
　破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立
てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を除きます。以下｢未収
利息不計上貸付金｣といいます。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号イからホまで（貸倒
引当金勘定への繰入限度額）に掲げる事由または同項第4号に規定する事由が生じている貸付金です。

（2） 延滞債権額は5,653百万円です。
　延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的とし
て利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金です。

（3） 3カ月以上延滞債権額は58百万円です。
　3カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金で、破綻先債権お
よび延滞債権に該当しないものです。

（4） 貸付条件緩和債権額は5,136百万円です｡
　貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返
済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および3カ月以上延滞債権
に該当しないものです。

4.  担保に供している資産は、有価証券401,835百万円、預貯金24,640百万円です。また、担保付き債務は、支払備金139,852
百万円、責任準備金52,725百万円、その他の負債（外国再保険借等）22,688百万円です。

5. 現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券は73,774百万円（時価）です。

6. 有価証券には、消費貸借契約により貸し付けているものが1,206,221百万円含まれています。

7. 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりです。
 　貸出コミットメントの総額 62,581百万円
 　貸出実行残高 6,931百万円
 　差引額 55,650百万円

8. 保険業法第118条に規定する特別勘定の資産および負債の額はともに2,140,793百万円です。
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9. 東京海上日動火災保険㈱は子会社の債務を保証しており、平成23年度末における各社に対する保証残高は次のとおりです。
 　TNUS Insurance Company 14百万円
 　Tokio Marine Compania de Seguros, S.A. de C.V. 3,079百万円
 　Tokio Marine Pacific Insurance Limited 3,372百万円
 　計 6,465百万円

10. その他資産には、保険業法第113条繰延資産14,746百万円が含まれています。

〈連結損益計算書関係〉
1. 事業費の主な内訳は次のとおりです。 
 　代理店手数料等 403,324百万円
 　給与 217,292百万円 

　なお、事業費は連結損益計算書における損害調査費、営業費及び一般管理費ならびに諸手数料及び集金費の合計です。

2. その他特別利益の主な内訳は、受取和解金1,206百万円です。

3. 平成23年度において、以下の資産について減損損失を計上しています。

用途 種類 場所等
減損損失（百万円）

土地 建物 その他 合計
事業用不動産等

（保険事業および介護事業） 建物等 東京都品川区に保有する
建物付属設備など5物件 — 95 101 197

賃貸用不動産 土地および建物 石川県小松市に保有する
ビルなど4物件 37 78 — 116

遊休不動産および
売却予定不動産 土地および建物 大阪府東大阪市に保有す

るビルなど34物件 678 372 — 1,050

合　計 716 546 101 1,364

　保険事業等の用に供している事業用不動産等については連結会社毎に1つの資産グループとし、賃貸用不動産等、遊休
不動産等および売却予定不動産等ならびに介護事業の用に供している事業用不動産等については主たる用途に基づき個
別の物件毎にグルーピングしています。
　一部の連結子会社で保険事業および介護事業の用に供している事業用不動産等において、将来キャッシュ・フローの総額
が固定資産の帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計
上しています。当該資産の回収可能価額は、保険事業においては正味売却価額としています。ただし、合理的な測定が困難
なことから備忘価額としています。介護事業においては、将来キャッシュ・フローを6.0%で割り引いて算出しています。
　また、賃貸用不動産、遊休不動産および売却予定不動産において、主に不動産価格の下落に伴い帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しています。なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額
と使用価値のいずれか高い価額としています。正味売却価額は不動産鑑定士による鑑定評価額等から処分費用見込額を減
じた額であり、使用価値は将来キャッシュ・フローを10.0%で割り引いて算定しています。
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〈連結包括利益計算書関係〉
 その他有価証券評価差額金
 　当期発生額 26,639百万円
 　組替調整額 △115,681百万円
 　　税効果調整前 △89,042百万円
 　　税効果額 95,776百万円
 　　その他有価証券評価差額金 6,733百万円
 繰延ヘッジ損益
 　当期発生額 10,448百万円
 　組替調整額 △2,736百万円
 　　税効果調整前 7,711百万円
 　　税効果額 △1,414百万円
 　　繰延ヘッジ損益 6,297百万円
 為替換算調整勘定
 　当期発生額 △31,495百万円
 持分法適用会社に対する持分相当額
 　当期発生額 △1,928百万円
 　組替調整額 3,436百万円
 　　持分法適用会社に対する持分相当額 1,508百万円
 　その他の包括利益合計 △16,955百万円

〈連結株主資本等変動計算書関係〉
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：千株）

平成22年度末 
株式数

平成23年度 
増加株式数

平成23年度 
減少株式数

平成23年度末 
株式数

発行済株式 
　普通株式 804,524 － － 804,524

　　合　計 804,524 － － 804,524

自己株式 
　普通株式 37,704 18 126 37,596

　　合　計 37,704 18 126 37,596

（注） 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加18千株は、すべて単元未満株式買取請求によるものです。
 2. 普通株式の自己株式の株式数の減少126千株の主な内訳は、新株予約権行使に伴う株式交付による減少124千株です。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
区分 新株予約権の内訳 平成23年度末残高（百万円）

当社（親会社） ストック・オプションとしての新株予約権 1,598

3. 配当に関する事項 
（1） 配当金支払額 

（決　議） 株式の種類 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日

平成23年6月27日 
定時株主総会 普通株式 19,170 25 平成23年3月31日 平成23年6月28日

平成23年11月18日
取締役会 普通株式 19,173 25 平成23年9月30日 平成23年12月6日

（2） 基準日が平成23年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が平成24年度となるもの
（決　議） 株式の種類 配当金の総額（百万円） 配当の原資 １株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日

平成24年6月25日 
定時株主総会 普通株式 19,173 利益剰余金 25 平成24年3月31日 平成24年6月26日
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〈連結キャッシュ・フロー計算書関係〉
1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
 　 （平成24年3月31日現在）
 　現金及び預貯金 405,432百万円
 　コールローン 128,391百万円
 　買入金銭債権 863,794百万円
 　有価証券 12,229,159百万円
 　預入期間が3か月を超える定期預金等 △61,695百万円
 　現金同等物以外の買入金銭債権等 △324,880百万円
 　現金同等物以外の有価証券 △12,147,521百万円
 　現金及び現金同等物 1,092,680百万円

2. 投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る資産運用業務から生じるキャッシュ・フローを含んでいます。

3. 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
  　株式の取得により新たにFirst Insurance Company of Hawaii, Ltd.（以下「FICOH」という。）を連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳ならびにFICOH株式の取得価額とFICOH取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。

 　資産 53,215百万円
 　（うち有価証券） （44,166百万円）
 　のれん 1,653百万円
 　負債 △29,361百万円
 　（うち保険契約準備金） （△27,304百万円）
 　小計 25,507百万円
 　支配獲得時までのFICOH株式の取得価額 △6,713百万円
 　支配獲得時までのFICOH株式の持分法評価額 △8,771百万円
 　段階取得に係る差損 2,762百万円
 　FICOH株式の取得価額 12,784百万円
 　FICOHの現金及び現金同等物 △1,800百万円
 　差引: FICOH取得のための支出 10,983百万円
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〈セグメント情報〉
1. 報告セグメントの概要

　当社は、グループの事業を統轄する持株会社として、グループ会社の経営管理に関する基本方針を定めるとともに、当社グ
ループをとりまく事業環境を踏まえた経営計画を策定し、事業活動を展開しています。当社は、経営計画を基礎として、「国内損
害保険事業」、「国内生命保険事業」、「海外保険事業」および「金融・一般事業」の4つを報告セグメントとしています。
　「国内損害保険事業」は、日本国内の損害保険引受業務、および資産運用業務等を行っています。「国内生命保険事業」は、日
本国内の生命保険引受業務、および資産運用業務等を行っています。「海外保険事業」は、海外の保険引受業務、および資産運
用業務等を行っています。「金融・一般事業」は、証券投資顧問業、投資信託委託業、デリバティブ事業、人材派遣業、不動産管
理業、介護事業を中心に事業を行っています。

2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同
一です。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値です。
　セグメント間の内部経常収益は、市場実勢価格に基づいています。

3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） （単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）1

連結財務
諸表計上額

（注）2
国内損害
保険事業

国内生命
保険事業

海外
保険事業

金融・
一般事業 計

経常収益

　外部顧客からの経常収益 2,418,883 441,960 539,732 47,002 3,447,578 △158,973 3,288,605

　セグメント間の内部経常収益 6,897 275 175 23,862 31,211 △31,211 －

計 2,425,781 442,235 539,908 70,864 3,478,789 △190,184 3,288,605

セグメント利益 104,576 7,129 14,453 2,098 128,257 △1,670 126,587

セグメント資産 8,218,061 6,036,083 1,950,366 350,536 16,555,048 △26,403 16,528,644

その他の項目

　減価償却費 18,409 342 11,936 370 31,058 － 31,058

　のれん償却額 283 － 16,296 － 16,580 － 16,580

　負ののれん償却額 8,917 248 918 165 10,250 － 10,250

　利息及び配当金収入 114,428 63,444 43,133 175 221,182 △1,230 219,951

　支払利息 2,992 857 195 556 4,601 △99 4,502

　持分法投資利益 － － 2,343 － 2,343 － 2,343

　持分法適用会社への投資額 － － 22,936 － 22,936 － 22,936

　 有形固定資産および 
無形固定資産の増加額 22,087 577 7,108 204 29,978 △25 29,953

（注） 1. 調整額は、以下のとおりです。
  (1)  外部顧客からの経常収益の調整額△158,973百万円のうち主なものは、国内損害保険事業セグメントに係る経常収益のうち責任準備金等戻入額157,291百万円につい

て、連結損益計算書上は、経常費用のうち責任準備金等繰入額に含めたことによる振替額です。
  (2) セグメント利益の調整額△1,670百万円は、セグメント間取引の消去額です。
  (3) セグメント資産の調整額△26,403百万円は、セグメント間取引の消去額等です。
  (4) その他の項目の調整額は、セグメント間取引の消去額です。
 2. セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。
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平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで） （単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）1

連結財務
諸表計上額
（注）2

国内損害
保険事業

国内生命
保険事業

海外
保険事業

金融・
一般事業 計

経常収益

　外部顧客からの経常収益 2,656,923 430,157 530,060 44,186 3,661,326 △245,341 3,415,984

　セグメント間の内部経常収益 6,429 122 187 24,922 31,662 △31,662 －

計 2,663,352 430,280 530,247 69,109 3,692,989 △277,004 3,415,984

セグメント利益又は損失（△） 205,737 7,523 △54,653 1,715 160,323 0 160,324

セグメント資産 7,834,483 6,162,382 2,055,259 312,368 16,364,492 △26,032 16,338,460

その他の項目

　減価償却費 18,300 422 10,833 477 30,033 － 30,033

　のれん償却額 283 － 16,435 － 16,719 － 16,719

　負ののれん償却額 8,917 248 919 165 10,250 － 10,250

　利息及び配当金収入 120,340 63,461 43,480 156 227,438 △1,146 226,291

　支払利息 1,793 782 16 311 2,903 △64 2,839

　持分法投資利益 － － 685 － 685 － 685

　持分法適用会社への投資額 － － 15,610 － 15,610 － 15,610

　 有形固定資産および 
無形固定資産の増加額 10,379 401 4,045 8,752 23,579 △36 23,542

（注） 1. 調整額は、以下のとおりです。
  (1)  外部顧客からの経常収益の調整額△245,341百万円のうち主なものは、国内生命保険事業セグメントに係る経常費用のうち責任準備金等繰入額175,337百万円につい

て、連結損益計算書上は、経常収益のうち責任準備金等戻入額に含めたことによる振替額です。
  (2) セグメント利益の調整額0百万円は、セグメント間取引の消去額です。
  (3) セグメント資産の調整額△26,032百万円は、セグメント間取引の消去額等です。
  (4) その他の項目の調整額は、セグメント間取引の消去額です。
 2. セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。

〈関連情報〉
平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
1. 製品及びサービスごとの情報 （単位：百万円）

損害保険 生命保険 その他 計 調整額 合計

外部顧客からの経常収益 2,876,875 512,347 47,002 3,436,225 △147,619 3,288,605

(注) 調整額のうち主なものは、連結損益計算書における責任準備金等の繰入額・戻入額の振替額です。

2. 地域ごとの情報
 (1) 経常収益 （単位：百万円）

日本 海外 計 調整額 合計
2,728,897 593,670 3,322,567 △33,961 3,288,605

(注) 1. 顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています。
 2. 調整額のうち主なものは、連結損益計算書における責任準備金等の繰入額・戻入額の振替額です。

 (2) 有形固定資産
　連結貸借対照表の有形固定資産の金額に占める本邦に所在している有形固定資産の金額の割合が90％を超えているた
め、地域ごとの情報の記載を省略しています。

3. 主要な顧客ごとの情報
 該当事項はありません。
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平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
1. 製品及びサービスごとの情報 （単位：百万円）

損害保険 生命保険 その他 計 調整額 合計

外部顧客からの経常収益 3,089,237 488,586 44,186 3,622,009 △206,025 3,415,984

(注) 調整額のうち主なものは、連結損益計算書における責任準備金等の繰入額・戻入額の振替額です。

2. 地域ごとの情報
 (1) 経常収益 （単位：百万円）

日本 海外 計 調整額 合計
2,903,216 561,899 3,465,116 △49,131 3,415,984

(注) 1. 顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています。
 2. 調整額のうち主なものは、連結損益計算書における責任準備金等の繰入額・戻入額の振替額です。

 (2) 有形固定資産
　連結貸借対照表の有形固定資産の金額に占める本邦に所在している有形固定資産の金額の割合が90％を超えているた
め、地域ごとの情報の記載を省略しています。

3. 主要な顧客ごとの情報
 該当事項はありません。

〈報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〉
平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） （単位：百万円）

国内損害
保険事業

国内生命
保険事業

海外
保険事業

金融・
一般事業 合計

減損損失 4,714 － － 675 5,390

平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで） （単位：百万円）

国内損害
保険事業

国内生命
保険事業

海外
保険事業

金融・
一般事業 合計

減損損失 1,127 181 － 54 1,364

〈報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〉
平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） （単位：百万円）

国内損害
保険事業

国内生命
保険事業

海外
保険事業

金融・
一般事業 合計

（のれん）

当期償却額 283 － 16,296 － 16,580

当期末残高 2,476 － 255,545 － 258,022

（負ののれん）

当期償却額 8,917 248 918 165 10,250

当期末残高 101,444 2,737 14,677 2,352 121,213
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平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで） （単位：百万円）

国内損害
保険事業

国内生命
保険事業

海外
保険事業

金融・
一般事業 合計

（のれん）

当期償却額 283 － 16,435 － 16,719

当期末残高 2,192 － 240,898 － 243,091

（負ののれん）

当期償却額 8,917 248 919 165 10,250

当期末残高 92,527 2,488 13,760 2,187 110,964

〈報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〉
　記載すべき重要なものはありません。

 リース取引関係
1. ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

（借手側）
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） （単位：百万円）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 期末残高相当額

有形固定資産 2,228 1,203 30 994

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法に
より算定しています。

平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで） （単位：百万円）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 期末残高相当額

有形固定資産 1,221 308 23 888

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法に
より算定しています。

②未経過リース料期末残高相当額等 （単位：百万円）

 平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

1年内 119 64

1年超 858 793

合計 977 858

リース資産減損勘定の残高 12 5

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支
払利子込み法により算定しています。

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 （単位：百万円）

 平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

支払リース料 471 119

リース資産減損勘定の取崩額 21 7

減価償却費相当額 443 105

減損損失 0 0
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④減価償却費相当額の算定方法
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

2. オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 （単位：百万円）

 平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

（借手側）   

1年内 3,323 2,675

1年超 5,205 6,688

合計 8,528 9,364

（貸手側）   

1年内 1,244 1,393

1年超 3,230 11,437

合計 4,475 12,830

 税効果会計関係
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 （単位：百万円）

 平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

繰延税金資産   

　責任準備金等 443,087 389,920

　支払備金 72,573 64,892

　退職給付引当金 63,333 57,336

　有価証券評価損 42,209 29,158

　繰越欠損金 30,823 25,233

　価格変動準備金 23,774 21,543

　その他 97,787 86,361

繰延税金資産小計 773,589 674,447

評価性引当額 △56,133 △56,870

繰延税金資産合計 717,455 617,577

繰延税金負債   

　その他有価証券評価差額金 △462,956 △366,386

　連結子会社時価評価差額金 △59,636 △45,666

　繰延ヘッジ利益 △19,711 △17,690

　その他 △63,985 △54,922

繰延税金負債合計 △606,289 △484,666

繰延税金資産（負債）の純額 111,165 132,910
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2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳

 平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

国内の法定実効税率 40.7% 40.7%

（調整）   

　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △11.1% △8.2%

　交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8% 1.0%

　税効果を計上していない海外子会社欠損金 —% 6.8%

　評価性引当額 △1.9% 6.7%

　連結子会社等に適用される税率の影響 △1.4% △8.6%

　税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 —% 52.2%

　その他 3.6% 5.2%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.8% 95.8%

3. 法人税率の変更等による繰延税金資産および繰延税金負債等の修正
　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）およ
び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が
平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げおよび復興特別法人税の課
税が行われることとなりました。
　これに伴い、繰延税金資産（繰延税金負債を控除した金額）は16,123百万円減少し、その他有価証券評価差額金は62,512百万
円増加しています。また、税金等調整前当期純利益は15,462百万円増加し、当期純利益は64,550百万円減少しています。
　なお、重要な連結会社において適用される法定実効税率は以下のとおりです。

（1）当社に適用される税率
 ・ 変更前 40.7％
 ・ 平成24年4月1日から平成26年4月1日までに開始する連結会計年度 38.0%
 ・ 平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度 35.6%

（2）東京海上日動火災保険㈱に適用される税率
 ・ 変更前 36.1%
 ・ 平成24年4月1日から平成26年4月1日までに開始する連結会計年度 33.2%
 ・ 平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度 30.7%
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 リスク管理債権情報
 （単位：百万円）

平成22年度 平成23年度

破綻先債権額 756 1,289

延滞債権額 8,097 5,653

3カ月以上延滞債権額 12 58

貸付条件緩和債権額 4,229 5,136

合　計 13,096 12,138

(注) 各債権の意義は次のとおりです。
  (1) 破綻先債権

 　破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収
利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を除きます。以下「未収利息不計上貸付金」といいます。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第
1項第3号イからホまで（貸倒引当金勘定への繰入限度額）に掲げる事由または同項第4号に規定する事由が生じている貸付金です。

  (2) 延滞債権
 　延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金

です。
  (3) 3カ月以上延滞債権

 　3カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金で、破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。
  (4) 貸付条件緩和債権

 　貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな
る取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および3カ月以上延滞債権に該当しないものです。

 金融商品関係
平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
1. 金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、保険事業を中核としており、保険料として収受した資金等の運用を行っています。運用する資産は、積
立保険や年金保険等の複数年にわたる保険契約に対応する負債対応資産とそれ以外に区分して管理しています。
　負債対応資産については、将来、保険金や満期返戻金等を確実に支払うために、保険負債とのバランスを考え、資産・負
債総合管理（ALM）を行っています。ALMにおいては、金利スワップ取引等も活用して保険負債が抱える金利リスクを適切
にコントロールしつつ、高格付債券を中心として一定の信用リスクをとる運用を行い、安定的な剰余の価値（運用資産価値
－保険負債価値）の拡大を目指しています。また、運用実績にかかわらず保険金等の最低金額を保証する機能を有する変額
年金に係るリスクを適切にコントロールする手段のひとつとして、オプション取引を活用しています。
　負債対応資産以外については、保険金支払いに備える流動性の維持も考慮しつつ、安定的な収益の獲得に向けて、投資
対象の分散や資産運用の効率性の向上等に取り組んでいます。投資にあたっては、投資対象毎のリスク・リターン特性のバ
ランスを考慮し、債券、株式および貸付金をはじめ、幅広い投資対象への分散投資を行っています。また、保有する資産に
係るリスクの軽減や、一定のリスクの範囲内での収益獲得を目的として、為替予約取引やクレジット・デリバティブ取引等の
デリバティブ取引も活用しています。
　こうした取り組みによって、短期的な収益の変動を抑えながら運用収益を安定的に拡大させ、中長期的な純資産価値の
拡大および財務基盤の健全性の維持につなげることを目指しています。
　資金調達については、主として事業投資資金の確保を目的として、社債の発行や借入れ等を行っています。資金調達が必
要な場合には、グループ全体の資金収支を勘案し、調達額や調達手段等を決定しています。
　また、連結子会社では、市場のヘッジニーズ、運用・調達ニーズの多様化・高度化に対応した金融商品を提供するデリバティ
ブ事業を行っています。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク
　当社グループが保有する有価証券は債券や株式等で、これらは市場リスク、信用リスクおよび市場流動性リスク等を内包
しています。
　市場リスクとは、株価、為替、金利等の変動により価値が減少して損失を被る可能性です。信用リスクとは、債務者の信用
力の変化や倒産等により価値が減少ないし消滅し損失を被る可能性です。市場流動性リスクとは、市場の混乱等により取引
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が出来なくなったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされたりすることで損失を被る可能性です。
　有価証券投資に係る為替変動リスクの一部は、為替予約取引や通貨スワップ取引等を利用してヘッジしています。これら
の取引には、ヘッジ会計を適用しているものもあります。
　貸付金は、市場リスクおよび信用リスクを内包しています。
　デリバティブ取引は、市場リスク、信用リスクおよび市場流動性リスクを内包しています。デリバティブ取引の信用リスク
には、取引の相手先が倒産等により当初の契約どおりに取引を履行できなくなった場合に損失を被る可能性も含まれてい
ます。このような信用リスクを軽減するために、取引先が取引を頻繁に行う金融機関等である場合には、一括精算ネッティン
グ契約を締結する等の運営も行っています。また、長期の保険負債が内包する金利リスクをヘッジするために金利スワップ
取引等を利用しており、これらの取引にヘッジ会計を適用しています。
　なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、「連結財務諸表
作成のための基本となる重要な事項 4. 会計処理基準に関する事項 (7) 重要なヘッジ会計の方法」に記載しています。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスク・信用リスク等の管理
　　東京海上日動火災保険㈱では、金融商品に係る資産運用リスク（市場リスク、信用リスクおよび市場流動性リスク等）に

対応するため、取引部門から独立したリスク管理部門で、定量・定性の両面からリスク管理を行っています。
　　資産運用部門が定める当該年度の資産運用計画を踏まえ、取締役会が資産運用リスク管理に係る組織・体制、リスク管

理の方法、損失時の対応方法、上限リスク量超過時の対応方法、報告事項等を規定した「資産運用リスク管理方針」を制
定しています。当該方針に従い、資産運用計画における運用管理区分毎に、投資可能商品、上限リスク量、損失時対応等
を明文化した「運用ガイドライン」を制定しています。また、個別投融資案件への牽制を目的に、個別投融資案件の審査対
象商品や審査基準等を規定した「審査規程」を制定しています。

　　定量的なリスク管理においては、バリュー・アット・リスク（VaR）の考え方を用いて、市場リスクや信用リスク等を定量化
しています。

　　リスク管理部では、これらのリスク方針・規程等に従い、その遵守状況、リスク量および収益をモニタリングし、その内
容を月次で担当役員へ報告するとともに、四半期毎に取締役会にも報告しています。また、個別投融資案件の審査および
投融資後のモニタリングを規程に従って実施しています。

　　なお、他の連結子会社においても、これに準じたリスク管理体制を構築しています。
②資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当社グループでは、会社毎およびグループ全体で資金管理を行うなかで、資金の支払期日を管理し、合わせて多様な

資金調達手段を確保することで、資金調達に係る流動性リスクの管理を行っています。

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれていま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。

連結財務諸表 Consolidated Financial Statements
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2. 金融商品の時価等に関する事項
　平成24年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません（（注）2.参照）。

 （単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1） 現金及び預貯金 405,432 405,437 5

（2） コールローン 128,391 128,391 ー

（3） 買現先勘定 304,931 304,931 ー

（4） 債券貸借取引支払保証金 58,753 58,753 ー

（5） 買入金銭債権 863,794 863,794 ー

（6） 金銭の信託 3,163 3,163 ー

（7） 有価証券

　　売買目的有価証券 2,430,360 2,430,360 ー

　　満期保有目的の債券 2,282,032 2,376,781 94,749

　　責任準備金対応債券 221,781 235,771 13,990

　　その他有価証券 6,980,137 6,980,137 ー

（8） 貸付金 328,127

貸倒引当金* △10,152

317,975 331,503 13,528

資産計 13,996,753 14,119,026 122,273

（1） 社　債** (111,140) (112,494) 1,354

（2） 債券貸借取引受入担保金** (1,142,039) (1,142,039) ー

負債計 1,253,179 1,254,533 1,354

　　デリバティブ取引***

　　　ヘッジ会計が適用されていないもの 37,730 37,730 ー

　　　ヘッジ会計が適用されているもの 16,535 16,535 ー

デリバティブ取引計 54,266 54,266 ー
* 貸付金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。
**  負債に計上されているものについては、（　）で表示しています。
***  その他資産およびその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正

味の債務となる項目については、（　）で表示しています。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法
 資　産
 　(1)現金及び預貯金（うち「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）に基づいて有価証券として取り扱うものを除く）、(2)コールローン、(3)買現先勘定、(4)債券貸

借取引支払保証金については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としています。
 　(7)有価証券（「(1)現金及び預貯金」「(5)買入金銭債権」のうち「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）に基づいて有価証券として取り扱うものおよび「(6)金銭の

信託」において信託財産として運用している有価証券を含む）のうち市場価格のあるものについては、上場株式は決算日の取引所の価格、債券は店頭取引による価格等によっ
ています。市場価格のないものについては、見積将来キャッシュ・フローの現在価値等によっています。

 　(8)貸付金のうち変動金利貸付については、市場金利の変動が短期間で将来キャッシュ・フローに反映されることから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、貸付
先の信用状況が実行後大きく異なっていない限り、当該帳簿価額を時価としています。固定金利貸付については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値等によっています。なお、
破綻先、実質破綻先および破綻懸念先に対する貸付金については、直接減額前の帳簿価額から貸倒見積高を控除した額を時価としています。

 負　債
 　(1)社債については、店頭取引による価格等によっています。
 　(2)債券貸借取引受入担保金については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としています。

 デリバティブ取引
　　「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。

 2. 非上場株式および非上場株式から構成されている組合出資金等（連結貸借対照表計上額314,848百万円）は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もること
ができないことから時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(7)有価証券」には含めていません。

  　また、約款貸付（連結貸借対照表計上額96,615百万円）は、保険契約に基づいた融資制度で、解約返戻金の範囲内で返済期限を定めずに実行しており、将来キャッシュ・フ
ローを見積もることができないことから時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(8)貸付金」には含めていません。

123東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012

経
営
に
つ
い
て

財
務
デ
ー
タ

会
社
デ
ー
タ

事
業
概
況

経
営
体
制

C
S
R



(注) 3. 金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 （単位：百万円）

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

預貯金 229,640 3,288 121 ー

買入金銭債権 725,603 22,584 12,124 94,545

有価証券

　満期保有目的の債券

　　国債 41,700 86,898 216,111 1,841,829

　　社債 ー ー ー 23,800

　　外国証券 1,325 6,296 4,662 7,361

　責任準備金対応債券

　　国債 19,500 31,829 66,430 8,091

　　外国証券 13,173 72,182 28,181 2,896

　その他有価証券のうち満期があるもの

　　国債 191,319 672,740 554,474 1,460,276

　　地方債 25,889 98,012 7,893 ー

　　社債 238,560 312,232 133,471 50,173

　　外国証券 133,238 301,024 213,794 230,734

　　その他 78 1,126 ー 119

貸付金* 50,359 143,498 41,495 82,539

合　計 1,670,387 1,751,714 1,278,760 3,802,368

* 貸付金のうち、破綻先、実質破綻先および破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない8,931百万円、期間の定めのないもの1,303百万円は含めていません。

 有価証券関係
1. 売買目的有価証券 （単位：百万円）

平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

連結会計年度の損益に
含まれた評価差額 △151,479 △80,050

2. 満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　　類
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

連結貸借対照表 
計上額 時　価 差　額 連結貸借対照表 

計上額 時　価 差　額

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

公社債 938,400 987,243 48,843 1,981,764 2,087,380 105,616
外国証券 17,338 17,758 419 17,411 17,982 570

小計 955,739 1,005,002 49,262 1,999,176 2,105,362 106,186

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

公社債 1,061,657 1,009,174 △52,482 280,908 269,587 △11,320
外国証券 5,973 5,677 △296 1,947 1,830 △117

小計 1,067,630 1,014,852 △52,778 282,855 271,418 △11,437

合　計 2,023,370 2,019,854 △3,516 2,282,032 2,376,781 94,749

連結財務諸表 Consolidated Financial Statements
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3. 責任準備金対応債券 （単位：百万円）

種　　類
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

連結貸借対照表 
計上額 時　価 差　額 連結貸借対照表 

計上額 時　価 差　額

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

公社債 115,358 120,185 4,826 118,109 123,919 5,810
外国証券 126,119 132,707 6,587 101,082 109,308 8,226

小計 241,478 252,892 11,413 219,191 233,227 14,036

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

公社債 4,930 4,854 △76 1,283 1,267 △15
外国証券 8,805 8,416 △389 1,307 1,276 △30

小計 13,735 13,270 △465 2,590 2,544 △46

合　計 255,214 266,162 10,948 221,781 235,771 13,990

4. その他有価証券 （単位：百万円）

種　　類
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

連結貸借対照表 
計上額 取得原価 差　額 連結貸借対照表 

計上額 取得原価 差　額

連結貸借対照表 
計上額が取得原価を 
超えるもの

公社債 2,957,002 2,869,720 87,282 3,554,207 3,415,792 138,415
株式 1,977,933 754,891 1,223,042 1,730,937 685,965 1,044,971
外国証券 770,269 691,434 78,835 868,455 791,206 77,248
その他(注)2 132,629 119,370 13,258 132,178 125,096 7,082

小計 5,837,835 4,435,416 1,402,418 6,285,780 5,018,061 1,267,718

連結貸借対照表 
計上額が取得原価を 
超えないもの

公社債 811,212 838,390 △27,178 366,535 374,139 △7,604
株式 160,000 182,007 △22,007 125,393 141,650 △16,257
外国証券 420,279 452,512 △32,233 322,050 343,242 △21,192
その他(注)3 1,034,865 1,039,801 △4,936 787,909 789,847 △1,938

小計 2,426,357 2,512,712 △86,355 1,601,887 1,648,880 △46,992

合　計 8,264,192 6,948,129 1,316,063 7,887,668 6,666,942 1,220,725

（注）

平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

1.   時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上
表に含めていません。

2.   「その他」には、連結貸借対照表において買入金銭債権として処理さ
れている海外抵当証券等（連結貸借対照表計上額127,311百万円、
取得原価114,860百万円、差額12,451百万円）を含めています。

3.   「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理
されている譲渡性預金（連結貸借対照表計上額74,496百万円、取得
原価74,496百万円）ならびに買入金銭債権として処理されているコ
マーシャルペーパー等（連結貸借対照表計上額953,358百万円、取
得原価957,489百万円、差額△4,131百万円）を含めています。

1.  時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、
上表に含めていません。

2.   「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処
理されている譲渡性預金（連結貸借対照表計上額260百万円、取得
原価257百万円、差額2百万円）ならびに買入金銭債権として処理さ
れている海外抵当証券等（連結貸借対照表計上額124,572百万円、
取得原価118,444百万円、差額6,127百万円）を含めています。

3.   「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処
理されている譲渡性預金（連結貸借対照表計上額44,307百万円、取
得原価44,310百万円、差額△2百万円）ならびに買入金銭債権とし
て処理されているコマーシャルペーパー等（連結貸借対照表計上額
738,390百万円、取得原価739,754百万円、差額△1,363百万円）を
含めています。

5. 売却した満期保有目的の債券
　該当事項はありません。

6. 売却した責任準備金対応債券 （単位：百万円）

種　　類
平成22年度

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
平成23年度 

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

公社債 4,160 207 0 6,722 366 0

外国証券 6,007 ー 1,016 8,717 50 1,627

合　計 10,167 207 1,016 15,440 416 1,628
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7. 売却したその他有価証券 （単位：百万円）

種　　類
平成22年度

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
平成23年度 

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

公社債 843,203 15,782 5,225 751,000 18,076 5,067

株式 194,972 108,982 2,771 217,504 114,051 5,879

外国証券 414,621 11,961 4,097 382,035 6,781 5,612

その他 145,928 6,684 6,630 128,906 8,774 596

合　計 1,598,726 143,411 18,724 1,479,446 147,683 17,155

（注）

平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） 平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

　「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理
されている譲渡性預金（売却額31,719百万円）ならびに買入金銭債権
として処理されている海外抵当証券等（売却額110,550百万円、売却益
6,172百万円、売却損6,045百万円）を含めています。

　「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理
されている譲渡性預金（売却額35,099百万円）ならびに買入金銭債権
として処理されている海外抵当証券等（売却額88,895百万円、売却益
8,671百万円、売却損530百万円）を含めています。

8. 減損処理を行った有価証券
平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） 平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

　当連結会計年度において、その他有価証券（時価を把握することが極
めて困難と認められるものを除く。）について23,085百万円（うち、株式
20,973百万円、外国証券2,106百万円、その他4百万円）、その他有価証
券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて1,479
百万円（うち、公社債9百万円、株式666百万円、外国証券186百万円、そ
の他616百万円）減損処理を行っています。
　なお、有価証券の減損については、原則として、連結会計年度末の時
価が帳簿価額と比べて30%以上下落したものを対象としています。

　当連結会計年度において、その他有価証券（時価を把握することが極
めて困難と認められるものを除く。）について7,701百万円（うち、公社
債249百万円、株式5,972百万円、外国証券1,472百万円、その他6百万
円）、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められる
ものについて2,478百万円（うち、株式932百万円、外国証券481百万
円、その他1,064百万円）減損処理を行っています。
　なお、有価証券の減損については、原則として、連結会計年度末の時
価が帳簿価額と比べて30%以上下落したものを対象としています。

 金銭の信託関係
1. 運用目的の金銭の信託 （単位：百万円）

 平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

連結会計年度の損益に
含まれた評価差額 1,067 977

2. 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。

3. 運用目的、満期保有目的以外の金銭の信託 （単位：百万円）

種　　類
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

連結貸借対照表 
計上額 取得原価 差 額 連結貸借対照表 

計上額 取得原価 差 額

金銭の信託 200 200 ー 200 200 ー
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 デリバティブ取引関係
　各表における「契約額等」は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自
体が、そのままデリバティブ取引に係る市場リスクや信用リスク等を表すものではありません。

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1） 通貨関連 （単位：百万円）

区分 種　類
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

契約額等
時　価 評価損益

契約額等
時　価 評価損益

うち1年超 うち1年超

市
場
取
引
以
外
の
取
引

為替予約取引
　売　建
　　米ドル 176,344 － △1,706 △1,706 174,253 － △4,154 △4,154 
　　ユーロ 29,882 － △1,031 △1,031 30,452 － △376 △376 
　　英ポンド 4,890 － △94 △94 2,283 － △143 △143 
　　豪ドル 6,724 － △380 △380 7,805 － △512 △512 
　　カナダドル 5,122 － △178 △178 6,306 － △527 △527 
　　香港ドル － － － － 1,756 － △42 △42 
　　シンガポールドル － － － － 421 － △9 △9 
　　日本円 － － － － 125 － △0 △0 
　　タイバーツ － － － － 1,613 － 15 15 
　買　建
　　米ドル 8,164 － 226 226 33,719 － 691 691 
　　ユーロ 13,079 － 583 583 7,085 － 489 489 
　　英ポンド 2,695 － 68 68 13 － 0 0 
　　豪ドル 9,846  －  563  563 3,741 － △5 △5 
　　シンガポールドル － － － － 6 － △0 △0 
　　ニュージーランドドル － － － － 6,569 － 154 154 
　　日本円 － － － － 1,692 － 19 19 
　　タイバーツ － － － － 19,597 － △224 △224 
直物為替先渡取引(NDF）
　売　建
　　韓国ウォン － － － － 814 － △49 △49 
通貨スワップ取引
　受取円貨支払外貨
　　米ドル 413,478 244,677 13,753 13,753 327,606 255,329 11,194 11,194 
　　ユーロ 3,818 2,481 798 798 30 － 14 14 
　　豪ドル 447 447 17 17 236 236 13 13 
　受取外貨支払円貨
　　米ドル 157,060 116,203 △25,031 △25,031 166,528 144,528 △22,582 △22,582 
　　ユーロ 2,481 2,481 △741 △741 － － － －
　　豪ドル 434 434 △14 △14 241 241 △11 △11 
　受取外貨支払外貨
　　受取シンガポールドル
　　支払米ドル 616 － 60 60 － － － －

通貨オプション取引
　売　建
　　コール
　　　米ドル 44,812 31,939 46,639 36,179 

（4,936） （4,120） 4,198 738 (4,631) (3,955) 3,311 1,320 
　　プット
　　　米ドル 49,758 36,078 43,567 35,568 

（5,022）  （4,007）  7,503 △2,481 (4,622) (3,949) 6,027 △1,405 
　買　建
　　コール
　　　米ドル 42,666 29,252 47,857 33,165 

（3,521）  （2,567） 2,821 △699 (3,950) (2,961) 2,289 △1,661 
　　プット
　　　米ドル 45,681 30,572 54,074 38,757 

（3,443）  （2,588） 9,105 5,662 (4,035) (3,199) 9,633 5,597 
合　計 — — 10,524 △9,884 — — 5,213 △12,196 

（注） 1. 為替予約取引、直物為替先渡取引および通貨スワップ取引の時価は、将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しています。
 2. 通貨オプション取引の時価は、オプション価格計算モデルを用いて算定しています。
 3. 通貨オプション取引については、(　)で契約時のオプション料を示しています。
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（2） 金利関連 （単位：百万円）

区分 種　類
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

契約額等
時　価 評価損益

契約額等
時　価 評価損益

うち1年超 うち1年超

市
場
取
引

金利先物取引

　売　建 15,883 － △4 △4 775 － 0 0 

　買　建 160,000 － 1 1 159,489 － △3 △3 

市
場
取
引
以
外
の
取
引

金利オプション取引

　売　建

　　キャップ 37,231 25,000 56,728 53,528 

(595) (434) 53 542 (511) (446) 31 479 

　　スワップション 13,000 12,000 12,000 12,000 

(445) (393) 1,182 △736 (393) (393) 1,427 △1,033 

　買　建

　　キャップ 4,500 － 4,500 －

(36) (－) 0 △36 (36) (－) 0 △36 

　　スワップション 16,000 12,000 14,000 10,000 

(394) (285) 487 93 (394) (285) 611 217 

金利スワップ取引

　受取固定支払変動 3,227,382 2,450,231 128,951 128,951 2,718,755 2,150,323 150,211 150,211 

　受取変動支払固定 3,708,935 2,579,326 △111,307 △111,307 3,009,978 2,270,428 △131,827 △131,827 

　受取変動支払変動 384,298 372,152 3,313 3,313 370,597 362,645 3,206 3,206 

　受取固定支払固定 43,655 43,655 237 237 43,629 43,629 1,633 1,633 

合　計 — — 22,913 21,052 — — 25,291 22,846 

（注） 1. 金利先物取引の時価は、主たる証券取引所における最終の価格によっています。
 2. 金利オプション取引の時価は、オプション価格計算モデルを用いて算定しています。
 3. 金利オプション取引については、(　)で契約時のオプション料を示しています。
 4. 金利スワップ取引の時価は、期末日現在の金利を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定した価格や取引相手の金融機関等から入手した価格に

よっています。  

（3） 株式関連 （単位：百万円）

区分 種　類
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

契約額等
時　価 評価損益

契約額等
時　価 評価損益

うち1年超 うち1年超

市
場
取
引

株価指数先物取引

　売　建 15,688 － △158 △158 10,768 － △104 △104 

　買　建 2,452 － △1 △1 1,463 － △27 △27 
市
場
取
引
以
外
の
取
引

株価指数オプション取引

　買　建

　　プット 17,624 12,982 12,982 9,154 

（4,260） (3,159) 7,698 3,438 (3,159) (2,241) 5,654 2,494 

合　計 — — 7,538 3,278 — — 5,522 2,362 

（注） 1. 株価指数先物取引の時価は、主たる証券取引所における最終の価格によっています。
 2. 株価指数オプション取引の時価は、取引相手の金融機関等から入手した価格によっています。
 3. 株価指数オプション取引については、(　)で契約時のオプション料を示しています。
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（4） 債券関連 （単位：百万円）

区分 種　類
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

契約額等
時　価 評価損益

契約額等
時　価 評価損益

うち1年超 うち1年超

市
場
取
引

債券先物取引

　売　建 11,300 － △52 △52 11,681 － △113 △113 

　買　建 － － － － 581 － 0 0 

市
場
取
引
以
外
の
取
引

債券店頭オプション取引

　売　建

　　プット － － 7,279 －

(－) (－) － － (18) (－) 3 14 

　買　建

　　プット － － 7,351 －

(－) (－) － － (47) (－) 26 △21 

合　計 — — △52 △52 — — △82 △119 

（注） 1. 債券先物取引の時価は、主たる証券取引所における最終の価格によっています。
 2. 債券店頭オプション取引の時価は、取引相手の金融機関等から入手した価格によっています。
 3. 債券店頭オプション取引については、（　）で契約時のオプション料を示しています。

（5） 信用関連 （単位：百万円）

区分 種　類
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

契約額等
時　価 評価損益

契約額等
時　価 評価損益

うち1年超 うち1年超
市
場
取
引
以
外
の
取
引

クレジット・デリバティブ取引

　売　建 199,719 156,491 △8,088 △8,088 58,467 43,129 △3,143 △3,143 

　買　建 35,423 34,923 △59 △59 － － － － 

合　計 — — △8,147 △8,147 — — △3,143 △3,143 

（注） クレジット・デリバティブ取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定しています。

（6） 商品関連 （単位：百万円）

区分 種　類
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

契約額等
時　価 評価損益

契約額等
時　価 評価損益

うち1年超 うち1年超

市
場
取
引
以
外
の
取
引

商品オプション取引

　売　建

　　キャップ 76 － － －

(12) (－) 2 9 (－) (－) － －

　買　建

　　キャップ 76 － － －

(10) (－) 2 △7 (－) (－) － －

商品スワップ取引

　受取固定価格支払商品指数 15,990 15,533 △6,292 △6,292 11,799 11,575 △4,987 △4,987 

　受取商品指数支払固定価格 17,280 16,775 5,368 5,368 12,707 12,459 4,371 4,371 

　受取商品指数支払変動指数 6,582 6,170 △416 △416 4,583 4,370 △426 △426 

合　計 — — △1,336 △1,339 — — △1,042 △1,042 

（注） 1. 商品オプション取引および商品スワップ取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定しています。
 2. 商品オプション取引については、（　）で契約時のオプション料を示しています。
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（7） その他 （単位：百万円）

区分 種　類
平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）

契約額等
時　価 評価損益

契約額等
時　価 評価損益

うち1年超 うち1年超

市
場
取
引
以
外
の
取
引

指数バスケット・オプション取引
　買　建 166,478 166,478 264,893 264,893 

(10,098) (10,098) 30,488 20,389 (14,995) (14,995) 24,883 9,887 
自然災害デリバティブ取引
　売　建 12,216 386 13,686 268 

(869) (9) 630 239 (1,139) (4) 755 383 
　買　建 28,815 － 31,078 －

(3,847) (－) 2,188 △1,658 (4,855) (－) 3,458 △1,397 
ウェザー・デリバティブ取引
　売　建 115 － 88 －

(3)  (－) 1 1 (2) (－) 2 △0 
その他の取引
　売　建 123 123 123 123 

(6) (6) 6 － (6) (6) 6 －
合　計 — — 33,316 18,972 ― ― 29,107 8,873 

（注） 1. 指数バスケット・オプション取引の時価は、取引相手の金融機関等から入手した価格によっています。
 2. 自然災害デリバティブ取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定した価格やオプション料を基礎に算定した価格によっています。
 3. ウェザー・デリバティブ取引の時価は、取引対象の気象状況、契約期間、その他当該取引に関わる契約を構成する要素に基づき算定しています。
 4. その他の取引の時価は、オプション料を基礎に算定しています。
 5. 指数バスケット・オプション取引、自然災害デリバティブ取引、ウェザー・デリバティブ取引およびその他の取引については、（　）でオプション料を示しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1） 通貨関連 （単位：百万円）

ヘッジ会計 
の方法 種　類 主なヘッジ 

対象

平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）
契約額等

時　価
契約額等

時　価
うち1年超 うち1年超

繰延ヘッジ

為替予約取引
外貨建予定

取引
　買　建

　　米ドル － － － 102,911 － 3,914 

通貨スワップ取引

借入金　受取外貨支払円貨

　　米ドル 5,000 5,000 △154 5,000 5,000 △114 

時価ヘッジ

為替予約取引

その他
有価証券

　売　建

　　米ドル 76,179 － △515 83,228 － △1,330 

　　ユーロ 49,758 － △2,242 29,233 － △601 

　　英ポンド 14,220 － △382 － － － 

　　カナダドル 2,586 － △30 2,459 － △119 

通貨スワップ取引

その他
有価証券

　受取円貨支払外貨

　　米ドル 7,578 7,578 1,758 － － －

　　豪ドル 16,824 16,824 △588 － － －

為替予約等の

振当処理

為替予約取引

預貯金
　売　建

　　米ドル 10,000 －
（注）2

10,002 －
（注）2

　　豪ドル 5,002 － 5,000 －

合　計 — — △2,156 — — 1,749 

（注） 1. 為替予約取引および通貨スワップ取引の時価は、将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しています。
 2. 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている預貯金と一体として処理されているため、その時価は当該預貯金の時価に含めています。
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（2） 金利関連 （単位：百万円）

ヘッジ会計 
の方法 種　類 主なヘッジ 

対象

平成22年度（平成23年3月31日） 平成23年度（平成24年3月31日）
契約額等

時　価
契約額等

時　価
うち1年超 うち1年超

繰延ヘッジ
金利スワップ取引

保険負債
　受取固定支払変動 431,100 405,100 17,751 270,800 253,100 14,786 

合　計 — — 17,751 — — 14,786 

（注） 金利スワップ取引の時価は、期末日現在の金利を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しています。

 資産除去債務関係
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
  主な国内連結子会社は、賃借不動産の一部について、賃借期間終了時の原状回復義務に係る資産除去債務を計上しています。

また、一部の国内連結子会社は、社有不動産の一部について、有害物質の除去義務に係る資産除去債務を計上しています。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
  資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は7年から50年、割引率は1.3%から2.3%を採用しています。
3. 当該資産除去債務の総額の増減

平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

期首残高（注） 3,813 3,599

有形固定資産の取得に伴う増加額 217 19

時の経過による調整額 63 63

資産除去債務の履行による減少額 △499 △161

その他増減額（△は減少） 5 54

期末残高 3,599 3,575

(注)  平成22年度の「期首残高」は「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用したことによる残高です。

 退職給付関係
1. 採用している退職給付制度の概要

　当社および主要な国内連結子会社は、退職給付制度として、ほぼ全従業員を対象とした非拠出型の給付建退職一時金制度を
有しています。
　東京海上日動火災保険㈱は、企業年金につき、確定給付型の制度として企業年金基金制度を有しており、また確定拠出型の
制度として確定拠出年金制度を有しています。東京海上日動火災保険㈱の退職一時金制度における支払額および企業年金基
金制度の年金給付額は、主にポイント制に基づいて決定しています。
　なお、一部の国内連結子会社は退職給付信託を設定しており、一部の海外連結子会社においても退職給付制度を有してい 
ます。
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2. 退職給付債務に関する事項 （単位：百万円）

平成22年度
（平成23年3月31日）

平成23年度
（平成24年3月31日）

 イ. 退職給付債務 △385,674 △398,523

 ロ. 年金資産 159,876 182,595

 ハ. 退職給付信託 9,151 8,248

 ニ. 未積立退職給付債務（イ+ロ+ハ） △216,646 △207,679

 ホ. 未認識数理計算上の差異 72,990 51,063

 ヘ. 未認識過去勤務債務 △16,122 △13,408

 ト. 連結貸借対照表計上額の純額（ニ+ホ+ヘ） △159,778 △170,023

 チ. 前払年金費用 6,420 5,071

 リ. 退職給付引当金（ト－チ） △166,199 △175,094

（注） 一部の会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。

3. 退職給付費用に関する事項 （単位：百万円）

平成22年度
平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）

平成23年度
平成23年4月1日から （平成24年3月31日まで）

 イ. 勤務費用 16,472 16,684

 ロ. 利息費用 7,465 7,789

 ハ. 期待運用収益 △3,575 △3,335

 ニ. 数理計算上の差異の費用処理額 10,159 10,495

 ホ. 過去勤務債務の費用処理額 △2,673 △2,669

 ヘ. 退職給付費用（イ+ロ+ハ+ニ+ホ） 27,848 28,963

 ト. 確定拠出年金への掛金拠出額 1,979 2,024

 チ. 計（ヘ+ト） 29,827 30,988

（注） 1. 企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しています。
 2. 簡便法を採用している会社の退職給付費用は、「イ.勤務費用」に計上しています。
 3. 平成22年度において、上記退職給付費用以外に、割増退職金が447百万円発生しており、特別損失として計上しています。
 4. 平成23年度において、上記退職給付費用以外に、割増退職金等が186百万円発生しており、特別損失として計上しています。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（1） 退職給付見込額の期間配分方法
退職一時金制度および企業年金基金制度は主にポイント基準を採用しています。

（2） 割引率
平成22年度

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
平成23年度

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

2.0％ 0.9％～2.0％

（3） 期待運用収益率
平成22年度

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
平成23年度

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

1.7％～2.3％ 1.9％～2.3％

（4） 過去勤務債務の額の処理年数
7～14年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しています。）

（5） 数理計算上の差異の処理年数
1～14年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理して
います。）

連結財務諸表 Consolidated Financial Statements
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 賃貸等不動産関係
1.  一部の連結子会社では、東京、大阪および名古屋などを中心にオフィスビル（土地を含む）を所有しており、その一部を賃貸して

います。これらの賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額および時価は、次のとおりです。
 （単位：百万円）

 平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

連結貸借対照表計上額   

　期首残高 103,172 91,363

　期中増減額 △11,809 △13,211

　期末残高 91,363 78,152

期末時価 139,512 123,386

（注） 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額です。
 2. 期中増減額のうち、平成22年度の主な増加額は改修工事によるもの（5,018百万円）であり、主な減少額は不動産売却（8,814百万円）および減損損失（4,433百万円）です。

また、平成23年度の主な減少額は賃貸等不動産から営業用不動産への用途変更等（6,421百万円）です。
 3. 期末の時価は、主に社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額です。

2. 賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりです。
 （単位：百万円）

 平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

賃貸収益 9,779 9,369

賃貸費用 9,212 8,431

差額 566 937

その他（売却損益等） △3,695 1,828

（注） 賃貸収益は利息及び配当金収入に、賃貸費用（減価償却費、修繕費、保険料および租税公課等）は営業費及び一般管理費に計上しています。また、その他は売却損益および減損
損失等であり、特別利益または特別損失に計上しています。
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 ストック・オプション等関係
1. ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
 （単位：百万円）

 平成22年度
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

平成23年度
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

損害調査費 96 92

営業費及び一般管理費 451 412

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
（1） ストック・オプションの内容

当社
平成17年7月発行新株予約権

当社
平成18年7月発行新株予約権

当社
平成19年7月発行新株予約権

付与対象者の 
区分及び人数
(注）1

当社取締役 11名
当社監査役 5名
当社連結子会社取締役 15名
当社連結子会社監査役 5名
当社連結子会社執行役員 27名

当社取締役 7名
当社監査役 2名
当社連結子会社取締役 17名
当社連結子会社監査役 3名
当社連結子会社執行役員 27名

当社取締役 12名
当社監査役 5名
当社連結子会社取締役 19名
当社連結子会社監査役 8名
当社連結子会社執行役員 21名

株式の種類別の 
ストック・オプション
の数(注）2

普通株式  155,000株 普通株式  97,000株 普通株式  86,700株

付与日 平成17年7月14日 平成18年7月18日 平成19年7月23日

権利確定条件 (注）3 (注）3 (注）3

対象勤務期間
自　平成17年7月15日
至　平成18年6月30日

自　平成18年7月19日
至　平成19年6月30日

自　平成19年7月24日
至　平成20年6月30日

権利行使期間
(注）5

自　平成17年7月15日
至　平成47年6月30日

自　平成18年7月19日
至　平成48年7月18日

自　平成19年7月24日
至　平成49年7月23日

当社
平成20年8月発行新株予約権

当社
平成21年7月発行新株予約権

当社
平成22年7月発行新株予約権

付与対象者の 
区分及び人数
(注）1

当社取締役 13名
当社監査役 5名
当社連結子会社取締役 26名
当社連結子会社監査役 12名
当社連結子会社執行役員 27名

当社取締役  11名
当社監査役  5名
当社執行役員  5名
当社連結子会社取締役  23名
当社連結子会社監査役  12名
当社連結子会社執行役員  32名

当社取締役 11名
当社監査役 5名
当社執行役員 6名
当社連結子会社取締役 22名
当社連結子会社監査役 12名
当社連結子会社執行役員 32名

株式の種類別の 
ストック・オプション
の数(注）2

普通株式  122,100株 普通株式  213,300株 普通株式  238,600株

付与日 平成20年8月26日 平成21年7月14日 平成22年7月13日

権利確定条件 (注）3 (注）3 (注）3

対象勤務期間
自　平成20年8月27日
至　平成21年6月30日

自　平成21年7月15日
至　平成22年6月30日

自　平成22年7月14日
至　平成23年6月30日

権利行使期間
(注）5

自　平成20年8月27日
至　平成50年8月26日

自　平成21年7月15日
至　平成51年7月14日

自　平成22年7月14日
至　平成52年7月13日
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（1） ストック・オプションの内容（つづき）
当社

平成23年7月発行新株予約権

付与対象者の 
区分及び人数
(注）1

当社取締役 11名
当社執行役員 7名
当社連結子会社取締役 22名
当社連結子会社執行役員 31名

株式の種類別の 
ストック・オプション
の数(注）2

普通株式  222,100株

付与日 平成23年7月12日

権利確定条件 (注）4

対象勤務期間
自　平成23年7月13日
至　平成24年6月30日

権利行使期間
(注）5

自　平成23年7月13日
至　平成53年7月12日

（注） 1. 当社連結子会社取締役および当社連結子会社執行役員の人数は、当社取締役および当社執行役員との兼務者を除いています。
 2. 株式数に換算して記載しています。
 3. 権利は付与時に確定します。ただし、対象勤務期間末日までに当社もしくは当社連結子会社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、ストック・

オプションの割当個数に、付与した連結会計年度の7月から当該地位喪失日を含む月までの取締役、監査役および執行役員の在任月数を乗じた数を12で除した数のストック・
オプションにつき行使することができ、割当個数のうちの残りのストック・オプションは、当該地位喪失日以降行使することができなくなり、消滅します。

 4.   権利は付与時に確定します。ただし、対象勤務期間末日までに当社もしくは当社連結子会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、ストック・オプ
ションの割当個数に、付与した連結会計年度の7月から当該地位喪失日を含む月までの取締役および執行役員の在任月数を乗じた数を12で除した数のストック・オプションに
つき行使することができ、割当個数のうちの残りのストック・オプションは、当該地位喪失日以降行使することができなくなり、消滅します。

 5.   ただし、付与対象者がそれぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、10日間以内に限り行使することができます。

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
　平成23年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記
載しています。
①ストック・オプションの数

当社
平成17年7月発行 

新株予約権

当社
平成18年7月発行

新株予約権

当社
平成19年7月発行

新株予約権

当社
平成20年8月発行

新株予約権

当社
平成21年7月発行

新株予約権

当社
平成22年7月発行

新株予約権

当社
平成23年7月発行

新株予約権

権利確定前（株） （株） （株） （株） （株） （株） （株） （株）

　前連結会計年度末 － － － － － 56,000 －

　付　与 － － － － － － 222,100

　失　効 － － － － － － －

　権利確定 － － － － － 56,000 170,200

　未確定残 － － － － － － 51,900

権利確定後（株）

　前連結会計年度末 29,000 25,500 37,100 80,300 180,900 182,600 －

　権利確定 － － － － － 56,000 170,200

　権利行使 8,500 6,500 10,900 18,300 36,200 43,700 －

　失　効 － － － － － － －

　未行使残 20,500 19,000 26,200 62,000 144,700 194,900 170,200

（注） 当社は平成18年9月30日付で普通株式1株を500株に分割しています。このため、上記の株式数は株式分割後の株式数で記載しています。
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②単価情報 （単位：円）

当社
平成17年7月発行 

新株予約権

当社
平成18年7月発行

新株予約権

当社
平成19年7月発行

新株予約権

当社
平成20年8月発行

新株予約権

当社
平成21年7月発行

新株予約権

当社
平成22年7月発行

新株予約権

当社
平成23年7月発行

新株予約権

権利行使価格（注） 500 500 100 100 100 100 100

行使時平均株価 2,183 2,184 2,183 2,183 2,183 2,184 —

付与日における
公正な評価単価

ー 2,013,506 491,700 353,300 237,600 234,400 219,500

（注） ストック・オプション１個当たりの権利行使価格です。

3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
　平成23年度において付与された当社平成23年7月発行新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおり 
です。

（1） 使用した評価技法　ブラック・ショールズ式
（2） 主な基礎数値及び見積方法

当社
平成23年7月発行新株予約権

株価変動性* 26.81％

予想残存期間** 2年

予想配当*** 50円/株

無リスク利子率**** 0.16％
* 平成21年7月13日から平成23年７月12日までの株価実績に基づき算定しています。
**  過去の実績における退任までの平均在任期間に基づき算定しています。
***  平成22年3月期および平成23年3月期の年間配当実績の平均に基づき算定しています。
**** 残存年数が予想残存期間に対応する国債の利回りによっています。

4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法
　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。

 関連当事者情報
　記載すべき重要なものはありません。
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 1株当たり情報
 （単位：円）

平成22年度
平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）

平成23年度
平成23年4月1日から （平成24年3月31日まで）

1株当たり純資産額 2,460.21 2,398.66

1株当たり当期純利益金額 92.49 7.82

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 92.43 7.81

（会計方針の変更）
　平成23年度より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号 平成22年6月30日）および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第4号 平成22年6月30日公表分）を適用しています。
　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入
金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しています。
　これらの会計基準等を適用しなかった場合の、平成22年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、92円42銭です。

（注） 1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

平成22年度
平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）

平成23年度
平成23年4月1日から （平成24年3月31日まで）

1株当たり当期純利益金額

　当期純利益（百万円） 71,924 6,001

　普通株主に帰属しない金額（百万円） ー ー

　普通株式に係る当期純利益（百万円） 71,924 6,001

　普通株式の期中平均株式数（千株） 777,623 766,914

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額（百万円） ー ー

　普通株式増加数（千株） 487 593

　（うち新株予約権（千株）） (487) (593)
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 企業結合等関係
1. 取得による企業結合
　当社は、平成23年11月29日付で、当社の子会社である東京海上日動火災保険㈱を通じ、米国の大手保険グループCNA 
Financial Corporationが子会社The Continental Insurance Companyを通じて保有するFirst Insurance Company of Hawaii, 
Ltd.（以下、「FICOH」という。）の発行済み株式の50%を取得し、子会社化しました。

（1） 企業結合の概要
 ①被取得企業の名称
 　First Insurance Company of Hawaii, Ltd.
 ②事業の内容
 　損害保険事業
 ③企業結合を行った主な理由
 　 FICOHの高い知名度、ブランドといった強みと、東京海上グループの高格付け・保険引受能力やバックオフィス業務のサ

ポートを組み合わせることで、当社米国保険事業の収益・規模の更なる成長を図ることを目的とするものです。
 ④企業結合日
 　平成23年11月29日
 ⑤企業結合の法的形式
 　現金を対価とする株式取得
 ⑥取得した議決権比率
 　企業結合直前に所有していた議決権比率 50%
 　企業結合日に追加取得した議決権比率 50%
 　取得後の議決権比率 100%

（2） 連結損益計算書に含まれている被取得企業の業績の期間
  　みなし取得日を平成23年12月31日としており、みなし取得日以前の被取得企業の業績は、持分法投資損益として計上し

ています。
（3） 被取得企業の取得原価およびその内訳
 企業結合直前に保有していたFICOHの株式の企業結合日における時価 12,723百万円
 企業結合日に追加取得したFICOHの株式の時価 12,723百万円
 取得に直接要した支出額 61百万円
 被取得企業の取得原価 25,507百万円

（4） 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
 被取得企業の取得原価 25,507百万円
 取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額 28,269百万円
 差額（段階取得に係る差損（△）） △ 2,762百万円

（5） 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間
 ①発生したのれんの金額
 　1,653百万円
 ②発生原因
 　 買収評価時に見込んだ将来収益を反映させた投資額が、取得した資産および引き受けた負債の純額を上回ったため、そ

の差額をのれんとして認識しています。
 ③償却方法および償却期間
 　2年間の均等償却

（6） 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額
資産の部合計 53,215 負債の部合計 29,361

（うち有価証券） (44,166) （うち保険契約準備金） (27,304)

連結財務諸表 Consolidated Financial Statements
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（7） 企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定したときの当連結会計年度の連結損益計算書への影響の概算額
 　経常収益12,994百万円、経常利益109百万円、当期純利益△225百万円です。
  　概算額は、企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された経常収益、経常利益、当期純利益との

差額です。また、企業結合時に認識されたのれんが当連結会計年度開始の日に発生したものとし、償却額を算定しています。
 　なお、当該影響額については、監査証明を受けていません。

2. 企業結合に関する重要な後発事象
　当社は、平成24年5月15日付で、当社の子会社である東京海上日動火災保険㈱を通じ、米国の生損保兼営保険グループ
Delphi Financial Group, Inc.（以下、「Delphi」という。）の発行済み株式を100%取得しました。

（1） 株式取得の目的
  　Delphiを東京海上グループの一員とすることにより、海外保険事業の規模・収益を更に拡大し、より分散が効いた事業

ポートフォリオを構築することが可能となり、また、米国における当社既存事業（Philadelphia社等）との理想的な補完関係
を活かして新事業を展開することを目的とするものです。

（2） 対象会社の概要
 ①名称
 　Delphi Financial Group, Inc.
 ②本社
 　米国・デラウェア州ウィルミントン
 ③事業の内容
 　傘下に保険関連子会社群を有する持株会社
 ④保険料および手数料等収入（平成23年12月期）
 　1,564百万米ドル（128,564百万円）
 ⑤総資産（平成23年12月31日現在）
 　8,634百万米ドル（709,661百万円）

（3） 取得原価
 213,570百万円
 なお、取得に要した費用は、現時点で金額が確定していないため、上記金額に含めておりません。

（4） 買収資金の調達
 外部借り入れ

（5） 株式取得手法および手続き
 米国の企業再編法制に基づく逆三角合併による買収

（注）（ ）内に記載した円貨額は、平成24年3月末日の為替相場による換算額です。
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連結財務諸表 Consolidated Financial Statements

 重要な後発事象
1.   当社の子会社である東京海上日動火災保険㈱は、米国の生損保兼営保険グループ Delphi Financial Group, Inc.の買収に関し

て、平成24年4月25日付で金銭消費貸借契約を締結しました。詳細は以下のとおりです。
（1） 借入先
 ㈱三菱東京UFJ銀行

（2） 借入金額
 約1,000億円（うち約600億円は㈱国際協力銀行の「円高対応緊急ファシリティ」を活用）

（3） 返済期限
 平成29年5月23日

（4） 担保提供資産または保証
 該当はありません。

2.   当社は、平成24年5月18日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、下記のとおり自己株式の消却を行うこ
とを決議しました。

（1） 消却する株式の種類
 当社普通株式

（2） 消却する株式の総数
 35,000,000株

（3） 消却後の発行済株式総数
 769,524,375株

（4） 消却予定日
 平成24年6月29日

3.   当社の子会社であるTokio Marine Insurans（Malaysia）Berhad（以下、TMIMといいます。）は、マレーシアの損害保険会社
MUI Continental Insurance Berhad（以下、MUIといいます。）からの損害保険事業の譲受に関して、平成24年5月22日付で
MUIと合意しました。なお、本合意に先立ち、TMIMは5月8日にBank Negara Malaysia（マレーシア中央銀行）から本事業譲渡
の認可を取得しています。また、本件は現地関係当局の承認等を経た上で最終的に完了する予定です。

（1） 目的
  マレーシアにおける損害保険事業の更なる基盤の強化・規模の拡大による効率化を着実に進めることで成長機会を獲得し、

お客様にご満足いただける商品・サービスの提供を目的とするものです。
（2） 譲り受ける資産・負債の額
 現在精査中で確定していません。

（3） 譲受価額
 180百万リンギット（約48億円）の予定です。

（4） 譲受の時期
 平成24年中を目処に完了する見込みです。

（注）（ ）内に記載した円貨額は、平成24年3月末日の為替相場による換算額です。
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 会計監査

　当社は、会社法第444条第4項の規定に基づき、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について、あらた監査法人の監査を受けており、監査報告書を受領しています。

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書について、あらた監査法人の監査を受けており、監査報告書
を受領しています。
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平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

営業収益  （百万円） 74,702 136,570 32,324 127,806 83,955

経常利益  （百万円） 69,971 130,494 26,825 121,621 77,747

当期純利益  （百万円） 70,385 117,197 44 80,226 62,110

資本金  （百万円） 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

発行済株式総数 （千株） 804,524 804,524 804,524 804,524 804,524

純資産額  （百万円） 2,504,261 2,528,510 2,491,142 2,481,451 2,505,690

総資産額  （百万円） 2,505,334 2,530,333 2,492,379 2,482,926 2,506,933

1株当たり純資産額  （円） 3,120.84 3,209.47 3,161.53 3,234.16 3,265.09

1株当たり配当額  （円） 48.00 48.00 50.00 50.00 50.00

（うち1株当たり中間配当額） （円） (18.00) (24.00) (24.00) (25.00) (25.00)

1株当たり当期純利益金額  （円） 86.41 147.53 0.05 103.16 80.98

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額  （円） 86.39 147.48 0.05 103.10 80.92

自己資本比率  （%） 99.93 99.89 99.91 99.88 99.89

自己資本利益率  （%） 2.78 4.66 0.00 3.23 2.49

株価収益率  （倍） 42.59 16.23 52,660.00 21.56 28.04

配当性向 （%） 55.55 32.54 100,000.00 48.47 61.74

従業員数 （人） 382 370 379 411 409
(注） 1. 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
 2.   平成22年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定にあたり、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号　平成22年6月30日）および「1株

当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号　平成22年6月30日公表分）を適用し、遡及処理しています。
 3. 従業員数は、就業人員数です。

主要な経営指標等の推移（単体） Change in Key Business Indicators (Non-Consolidated Basis)
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 貸借対照表

区　分
平成22年度

（平成23年3月31日）
平成23年度

（平成24年3月31日） 比較増減
金　額 構成比（％） 金　額 構成比（％）

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 13,918 2,324 △11,594
　　前払費用 0 0 0
　　繰延税金資産 232 － △232
　　未収入金 25,462 20,571 △4,891
　　未収消費税等 － 23 23
　　その他 14 4 △9
　　流動資産合計 39,629 1.60 22,924 0.91 △16,704
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物（純額） 152 202 　　 49
　　　車両運搬具（純額） 8 11 2
　　　工具、器具及び備品（純額） 35 64 28
　　　有形固定資産合計 197 0.01 277 0.01 80
　　無形固定資産
　　　電話加入権 0 0 －
　　　無形固定資産合計 0 0.00 0 0.00 －
　　投資その他の資産
　　　関係会社株式 2,442,812 2,483,650 40,837
　　　繰延税金資産 270 － △270
　　　その他 16 78 62
　　　投資その他の資産合計 2,443,099 98.40 2,483,729 99.07 40,630
　　固定資産合計 2,443,297 98.40 2,484,008 99.09 40,710
　資産合計 2,482,926 100.00 2,506,933 100.00 24,006
負債の部
　流動負債
　　未払金 388 401 13
　　未払費用 244 224 △20
　　未払法人税等 226 46 △179
　　未払事業所税 10 9 △1
　　未払消費税等 55 － △55
　　預り金 15 14 △0
　　賞与引当金 312 331 19
　　その他 － 11 11
　　流動負債合計 1,253 0.05 1,040 0.04 △213
　固定負債
　　長期未払金 36 16 △20
　　退職給付引当金 185 185 0
　　固定負債合計 222 0.01 202 0.01 △19
　負債合計 1,475 0.06 1,242 0.05 △232
純資産の部
　株主資本
　　資本金 150,000 6.04 150,000 5.98 －
　　資本剰余金
　　　資本準備金 1,511,485 1,511,485 －
　　　その他資本剰余金 86,487 86,457 △30
　　　資本剰余金合計 1,597,973 64.36 1,597,942 63.74 △30
　　利益剰余金   
　　　その他利益剰余金
　　　　別途積立金 732,275 732,275 －
　　　　繰越利益剰余金 109,525 133,292 23,767
　　　利益剰余金合計 841,800 33.90 865,567 34.53 23,767
　　自己株式 △ 109,749 △ 4.42 △ 109,418 △ 4.36 330
　　株主資本合計 2,480,024 99.88 2,504,091 99.89 24,067
　新株予約権 1,426 0.06 1,598 0.06 171
　純資産合計 2,481,451 99.94 2,505,690 99.95 24,239
負債純資産合計 2,482,926 100.00 2,506,933 100.00 24,006

（単位：百万円）

財務諸表 Non-Consolidated Financial Statements

東京海上ホールディングス単体の財務諸表です。
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 損益計算書

区　分
平成22年度

平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）
平成23年度

平成23年4月１日から （平成24年3月31日まで） 比較増減
金　額 金　額

営業収益
　関係会社受取配当金 120,892 77,872 △43,020

　関係会社受入手数料 6,913 6,083 △830

　営業収益合計 127,806 83,955 △43,850

営業費用
　販売費及び一般管理費 6,175 6,256 80

　営業費用合計 6,175 6,256 80

営業利益 121,630 77,699 △43,931

営業外収益
　受取利息 4 1 △2

　有価証券利息 3 12 9

　未払配当金除斥益 15 33 18

　その他 2 0 △2

　営業外収益合計 26 48 22

営業外費用
　自己株式取得費用 27 ー △27

　雑支出 7 0 △7

　営業外費用合計 34 0 △34

経常利益 121,621 77,747 △43,874

特別利益
　固定資産売却益 0 ー △0

　特別利益合計 0 ー △0

特別損失
　固定資産売却損 0 0 0

　固定資産除却損 ー 143 143

　関係会社株式評価損 41,299 15,015 △26,284

　特別損失合計 41,299 15,158 △26,141

税引前当期純利益 80,321 62,588 △17,733

法人税、住民税及び事業税 207 3

法人税等還付税額 ー △29

法人税等調整額 △112 503

法人税等合計 95 477 382

当期純利益 80,226 62,110 △18,115

（単位：百万円）

財務諸表 Non-Consolidated Financial Statements
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 株主資本等変動計算書

区　分
平成22年度

平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）
平成23年度

平成23年4月１日から （平成24年3月31日まで） 比較増減
金　額 金　額

株主資本
　資本金
　　当期首残高 150,000 150,000 －
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 － － － 
　　当期末残高 150,000 150,000 －
　資本剰余金
　　資本準備金
　　　当期首残高 1,511,485 1,511,485 －
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 － － －
　　　当期末残高 1,511,485 1,511,485 －
　　その他資本剰余金
　　　当期首残高 86,557 86,487 △70
　　　当期変動額
　　　　自己株式の処分 △70 △30 39
　　　　当期変動額合計 △70 △30 39
　　　当期末残高 86,487 86,457 △30
　利益剰余金
　　その他利益剰余金
　　　別途積立金
　　　　当期首残高 782,275 732,275 △50,000
　　　　当期変動額
　　　　　別途積立金の取崩 △50,000 － 50,000
　　　　　当期変動額合計 △50,000 － 50,000
　　　　当期末残高 732,275 732,275 －
　　　繰越利益剰余金
　　　　当期首残高 19,203 109,525 90,321
　　　　当期変動額
　　　　　別途積立金の取崩 50,000 － △50,000
　　　　　剰余金の配当 △39,904 △38,343 1,560
　　　　　当期純利益 80,226 62,110 △18,115
　　　　　当期変動額合計 90,321 23,767 △66,554
　　　　当期末残高 109,525 133,292 23,767
　自己株式
　　当期首残高 △59,481 △109,749 △50,267
　　当期変動額
　　　自己株式の取得 △50,587 △38 50,548
　　　自己株式の処分 319 368 49
　　　当期変動額合計 △50,267 330 50,597
　　当期末残高 △109,749 △109,418 330
株主資本合計

　　当期首残高 2,490,040 2,480,024 △10,015
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △39,904 △38,343 1,560
　　　当期純利益 80,226 62,110 △18,115
　　　自己株式の取得 △50,587 △38 50,548
　　　自己株式の処分 249 338 88
　　　当期変動額合計 △10,015 24,067 34,082
　　当期末残高 2,480,024 2,504,091 24,067
新株予約権
　当期首残高 1,102 1,426 324
　当期変動額
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 324 171 △152
　　当期変動額合計 324 171 △152
　当期末残高 1,426 1,598 171
純資産合計
　当期首残高 2,491,142 2,481,451 △9,691
　当期変動額
　　剰余金の配当 △39,904 △38,343 1,560
　　当期純利益 80,226 62,110 △18,115
　　自己株式の取得 △50,587 △38 50,548
　　自己株式の処分 249 338 88
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 324 171 △152
　　当期変動額合計 △9,691 24,239 33,930
　当期末残高 2,481,451 2,505,690 24,239

（単位：百万円）
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 重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準および評価方法
 　子会社株式および関連会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっています。
2. 固定資産の減価償却の方法
 　有形固定資産の減価償却は定率法（ただし、建物（付属設備を除く）については定額法）により行っています。
 　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
 　　建物付属設備 8～18年
 　　器具及び備品 3～15年
3. 引当金の計上基準
 （1） 賞与引当金は、従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しています。
 （2） 退職給付引当金は、従業員の退職給付に充てるため、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しています。
4. 消費税等の会計処理
 　消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。

 会計方針の変更
〈1株当たり当期純利益に関する会計基準〉
　平成23年度から、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号 平成22年6月30日）および「1株当たり当期純
利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日公表分）を適用しています。
　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションについて、
権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサー
ビスに係る分を含める方法に変更しています。
　なお、これによる影響については、「1株当たり情報」に記載しています。

 追加情報
〈会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準〉
　平成23年度の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基
準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しています。

 注記事項
〈貸借対照表関係〉
　有形固定資産の減価償却累計額は、138百万円です。

〈損益計算書関係〉
1. 営業収益のうち関係会社との取引
 　関係会社受取配当金 77,872百万円
 　関係会社受入手数料 6,083百万円

財務諸表 Non-Consolidated Financial Statements

146 東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012



2. 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりです。なお、全額が一般管理費に属するものです。
 　給与 2,883百万円
 　賞与引当金繰入額 331百万円
 　退職給付引当金繰入額 151百万円
 　減価償却費 70百万円
 　土地建物機械賃借料 343百万円
 　業務委託費 786百万円
 　法務監査報酬 356百万円

〈株主資本等変動計算書関係〉
　自己株式の種類及び株式数に関する事項
 　普通株式
 　前期末株式数 37,704千株
 　当期増加株式数 18千株
 　当期減少株式数 126千株
 　当期末株式数 37,596千株

（注） 1. 株式数の増加18千株は、すべて単元未満株式買取請求によるものです。
 2. 株式数の減少126千株の主な内訳は、新株予約権行使に伴う株式交付による減少124千株です。

〈有価証券関係〉
　子会社株式および関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象
とはしていません。貸借対照表計上額は、子会社株式2,482,758百万円、関連会社株式891百万円です。

〈税効果会計関係〉
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
 　繰延税金資産
 　関係会社株式評価損 33,641百万円
 　その他 443百万円
 　繰延税金資産小計 34,084百万円
 　評価性引当額 △34,084百万円
 　繰延税金資産合計 —百万円
 　繰延税金資産の純額 —百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目
別の内訳

 　法定実効税率 40.7%
 　（調整） 
 　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △50.5%
 　評価性引当額 10.5%
 　その他  0.0%
 　税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.8%

147東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012

経
営
に
つ
い
て

財
務
デ
ー
タ

会
社
デ
ー
タ

事
業
概
況

経
営
体
制

C
S
R



3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）およ
び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が
平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げおよび復興特別法人税の課税が
行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%から平成24年4月1日に開
始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に
開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6%となります。
　なお、この変更による財務諸表への影響はありません。

〈1株当たり情報〉 （単位：円）

平成22年度
平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）

平成23年度
平成23年4月1日から （平成24年3月31日まで）

1株当たり純資産額 3,234.16 3,265.09

1株当たり当期純利益金額 103.16 80.98

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 103.10 80.92

（会計方針の変更）
　平成23年度から、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号　平成22年6月30日）および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第4号　平成22年6月30日公表分）を適用しています。
　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入
金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しています。
　これらの会計基準等を適用しなかった場合の、平成22年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、103.09円です。

（注） 1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

平成22年度
平成22年4月1日から （平成23年3月31日まで）

平成23年度
平成23年4月1日から （平成24年3月31日まで）

1株当たり当期純利益金額

　当期純利益（百万円） 80,226 62,110

　普通株主に帰属しない金額（百万円） ー ー

　普通株式に係る当期純利益（百万円） 80,226 62,110

　普通株式の期中平均株式数（千株） 777,623 766,914

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額（百万円） ー ー

　普通株式増加数（千株） 487 593

　（うち新株予約権（千株）） (487) (593)

財務諸表 Non-Consolidated Financial Statements
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 重要な後発事象
　当社は平成24年5月18日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、下記のとおり自己株式の消却を行うこと
を決議しました。

（1） 消却する株式の種類
 当社普通株式

（2） 消却する株式の総数
 35,000,000株

（3） 消却後の発行済株式総数
 769,524,375株

（4） 消却予定日
 平成24年6月29日

 会計監査

　当社は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びに附属明細書について、あらた監査法人の監査を受けており、監査報告書を受領しています。

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属
明細表について、あらた監査法人の監査を受けており、監査報告書を受領しています。
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 東京海上ホールディングスの連結ソルベンシー・マージン比率
 （単位：百万円）

 年　度項　目
平成23年度

（平成24年3月31日）

（Ａ）連結ソルベンシー・マージン総額 3,414,892
資本金等 820,600
価格変動準備金 70,137
危険準備金 37,867
異常危険準備金 905,000
一般貸倒引当金 3,247
その他有価証券の評価差額（税効果控除前） 1,084,769
土地の含み損益 162,211
保険料積立金等余剰部分 155,545
負債性資本調達手段等 －
保険料積立金等余剰部分及び負債性資本調達手段等の
うち、マージンに算入されない額 －

少額短期保険業者に係るマージン総額 129
控除項目 95,193
その他 270,575

（Ｂ）連結リスクの合計額
　　√（√（Ｒ12 + Ｒ22） +Ｒ3 + Ｒ4）2 + （Ｒ5 + Ｒ6 + Ｒ7）2 + Ｒ8 + Ｒ9

951,427

損害保険契約の一般保険リスク （Ｒ1) 203,995
生命保険契約の保険リスク  （Ｒ2) 17,819
第三分野保険の保険リスク （Ｒ3) 3,207
少額短期保険業者の保険リスク  （Ｒ4) 186
予定利率リスク （Ｒ5) 36,253
生命保険契約の最低保証リスク  （Ｒ6) 6,387
資産運用リスク（Ｒ7) 552,613
経営管理リスク （Ｒ8) 22,660
損害保険契約の巨大災害リスク  （Ｒ9) 298,163

（Ｃ） 連結ソルベンシー・マージン比率　[(Ａ)/｛(Ｂ)×１/２｝]×100 717.8%

(注）  「連結ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第210条の11の3（連結ソルベンシー・マージン）
および第210条の11の4（連結リスク）ならびに平成23年金融庁告示第23号の規定に基づいて算出された比
率です。

保険持株会社およびその子会社等に係る
保険金等の支払能力の充実の状況
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〈連結ソルベンシー・マージン比率〉
1. 当社グループの子会社では、損害保険事業、生命保険事業や少額短期保険業を営んでいます。保険会社グループは、保険事故

発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、巨大災害の発生や、保有す
る資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分な支払能力を保持しておく必要があります。

2. こうした「通常の予測を超える危険」を示す「連結リスクの合計額」（表の（B））に対する「保険会社グループが保有している資本
金・準備金等の支払余力」（すなわち連結ソルベンシー・マージン総額： 表の（A））の割合を示す指標として、保険業法等に基づ
き計算されたものが、「連結ソルベンシー・マージン比率」（表の（C））です。

3. 「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。
（1） 保険引受上の危険（損害保険契約の一般保険リスク・

生命保険契約の保険リスク・第三分野保険の保険 
リスク・少額短期保険業者の保険リスク）

：保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険
（巨大災害に係る危険を除く。）

（2）予定利率上の危険（予定利率リスク） ：運用環境の悪化等により、実際の運用利回りが保険料算出時に予定
した利回りを下回ることにより発生し得る危険

（3） 最低保証に係る危険 
（生命保険契約の最低保証リスク）

：特別勘定を設けた保険契約のうち保険金等の額を最低保証するもの
について、保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額
が、最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、特別勘定に属す
る財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険

（4）資産運用上の危険（資産運用リスク） ：保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動するこ
とにより発生し得る危険等

（5）経営管理上の危険（経営管理リスク） ：業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記（1）～（4）お
よび（6）以外のもの

（6） 巨大災害に係る危険 
（損害保険契約の巨大災害リスク）

：通常の予測を超える損害保険契約の巨大災害（関東大震災、伊勢湾
台風相当や外国で発生する巨大災害）により発生し得る危険

4. 連結ソルベンシー・マージン比率の計算対象となる範囲は、連結財務諸表の取扱いと同一です。
5. 「保険会社グループが保有している資本金・準備金等の支払余力」（連結ソルベンシー・マージン総額）とは、当社およびその子

会社の純資産（剰余金処分額等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・危険準備金・異常危険準備金等）、土地の含み益の一部等
の総額です。

6. 連結ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社グループを監督する際に活用する客観的な判断指標のひとつですが、
その数値が200%以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。
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 東京海上日動の単体ソルベンシー・マージン比率  （単位：百万円）

 年　度項　目
平成22年度

（平成23年3月31日）
「旧基準」

平成23年度
（平成24年3月31日）
「現行基準」

平成22年度
（平成23年3月31日）

「現行基準」
（Ａ）単体ソルベンシー・マージン総額 3,529,689 3,066,662 3,529,689

資本金等 762,040 719,974 762,040
価格変動準備金 61,470 65,165 61,470
危険準備金 － － －
異常危険準備金 1,045,992 851,808 1,045,992
一般貸倒引当金 2,687 2,161 2,687
その他有価証券の評価差額（税効果控除前） 1,232,724 1,087,380 1,232,724
土地の含み損益 170,151 159,075 170,151
払戻積立金超過額 － － －
負債性資本調達手段等 － － －
払戻積立金超過額及び負債性資本調達手段
等のうち、マージンに算入されない額 － －

控除項目 10,000 9,983 10,000
その他 264,621 191,081 264,621

（Ｂ）単体リスクの合計額　√（Ｒ1 + Ｒ2）2 +（Ｒ3 + Ｒ4）2 + Ｒ5 + Ｒ6 856,895 973,977 1,169,807

一般保険リスク （Ｒ1) 101,451 152,675 151,493
第三分野保険の保険リスク  （Ｒ2) － － －
予定利率リスク  （Ｒ3) 8,290 28,778 29,781
資産運用リスク  （Ｒ4) 408,970 630,738 718,400
経営管理リスク （Ｒ5) 18,552 21,749 25,610
巨大災害リスク  （Ｒ6) 408,926 275,270 380,831

（Ｃ） 単体ソルベンシー・マージン比率　[(Ａ)/｛(Ｂ)×１/２｝]×100 823.8% 629.7% 603.4%

(注）  「単体ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条（単体ソルベンシー・マージン）および第87条（単体リスク）ならびに平成8年大蔵省告示第50号の規定
に基づいて算出された比率です。なお、「現行基準」は平成22年内閣府令第23号および平成23年内閣府令第11号、ならびに平成22年金融庁告示第48号、平成23年金融
庁告示第24号および平成24年金融庁告示第33号（平成24年3月31日からの適用）の改正内容を反映した基準であり、「旧基準」とは当該改正内容を反映前の基準です。

〈単体ソルベンシー・マージン比率〉
1. 保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、巨大

災害の発生や、保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分な支払能力
を保持しておく必要があります。

2.   こうした「通常の予測を超える危険」を示す「単体リスクの合計額」（表の（B））に対する「保険会社が保有している資本金・準備金
等の支払余力」（すなわち単体ソルベンシー・マージン総額:表の（A））の割合を示す指標として、保険業法等に基づき計算された
ものが、「単体ソルベンシー・マージン比率」（表の（C））です。

 単体ソルベンシー・マージン比率は、リスク計測の厳格化等を図るため平成23年度末（平成24年3月31日）から算出にかかる法
令等が改正されています。

3. 「「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。
（1） 保険引受上の危険（一般保険リスク・

第三分野保険の保険リスク）
：保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害に

係る危険を除く。）
（2）予定利率上の危険（予定利率リスク）：運用環境の悪化等により、実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下

回ることにより発生し得る危険
（3）最低保証に係る危険（最低保証リスク）：特別勘定を設けた保険契約のうち保険金等の額を最低保証するものについて、保

険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、最低保証する保険金
等の額を下回る危険であって、特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の
変動等により発生し得る危険

（4）資産運用上の危険（資産運用リスク）：保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生
し得る危険等

（5）経営管理上の危険（経営管理リスク）：業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記（1）～（4）および（6）以外
のもの

（6）巨大災害に係る危険（巨大災害リスク）：通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る 
危険

4. 「保険会社が有している資本金・準備金等の支払余力」（ソルベンシー・マージン総額）とは、保険会社の資本金等（社外流出予定
額等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・危険準備金・異常危険準備金等）、土地の含み益の一部等の総額です。

5. ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に活用する客観的な判断指標のひとつですが、その数値が
200%以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

当社の子会社等である保険会社および
少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況
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 日新火災の単体ソルベンシー・マージン比率  （単位：百万円）

 年　度項　目
平成22年度

（平成23年3月31日）
「旧基準」

平成23年度
（平成24年3月31日）
「現行基準」

平成22年度
（平成23年3月31日）

「現行基準」
（Ａ）単体ソルベンシー・マージン総額 139,809 122,231 139,809

資本金等 59,481 54,722 59,481
価格変動準備金 731 953 731
危険準備金 － － －
異常危険準備金 63,779 52,900 63,779
一般貸倒引当金 161 121 161
その他有価証券の評価差額（税効果控除前） 8,789 11,148 8,789
土地の含み損益 △2,193 △2,639 △2,193
払戻積立金超過額 － － －
負債性資本調達手段等 － － －
払戻積立金超過額及び負債性資本調達手段等のうち、
マージンに算入されない額 － －

控除項目 － － －
その他 9,058 5,024 9,058

（Ｂ）単体リスクの合計額　√（Ｒ1 + Ｒ2）2 +（Ｒ3 + Ｒ4）2 + Ｒ5 + Ｒ6 37,672 42,854 44,160

一般保険リスク （Ｒ1) 7,768 11,751 11,530
第三分野保険の保険リスク  （Ｒ2) － － －
予定利率リスク  （Ｒ3) 402 1,415 1,486
資産運用リスク  （Ｒ4) 7,945 11,260 11,960
経営管理リスク （Ｒ5) 831 1,456 1,008
巨大災害リスク  （Ｒ6) 25,437 24,113 25,437

（Ｃ） 単体ソルベンシー・マージン比率　[(Ａ)/｛(Ｂ)×１/２｝]×100 742.2% 570.4% 633.1%

(注）  「単体ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条（単体ソルベンシー・マージン）および第87条（単体リスク）ならびに平成8年大蔵省告示第50号の規定
に基づいて算出された比率です。なお、「現行基準」は平成22年内閣府令第23号および平成23年内閣府令第11号、ならびに平成22年金融庁告示第48号、平成23年金融
庁告示第24号および平成24年金融庁告示第33号（平成24年3月31日からの適用）の改正内容を反映した基準であり、「旧基準」とは当該改正内容を反映前の基準です。

 イーデザイン損保の単体ソルベンシー・マージン比率  （単位：百万円）

 年　度項　目
平成22年度

（平成23年3月31日）
「旧基準」

平成23年度
（平成24年3月31日）
「現行基準」

平成22年度
（平成23年3月31日）

「現行基準」
（Ａ）単体ソルベンシー・マージン総額 4,865 5,033 4,865

資本金等 4,738 4,742 4,738
価格変動準備金 － － －
危険準備金 － － －
異常危険準備金 126 291 126
一般貸倒引当金 － － －
その他有価証券の評価差額（税効果控除前） － － －
土地の含み損益 － － －
払戻積立金超過額 － － －
負債性資本調達手段等 － － －
払戻積立金超過額及び負債性資本調達手段等のうち、
マージンに算入されない額 － －

控除項目 － － －
その他 － － －

（Ｂ）単体リスクの合計額　√（Ｒ1 + Ｒ2）2 +（Ｒ3 + Ｒ4）2 + Ｒ5 + Ｒ6 211 562 305

一般保険リスク （Ｒ1) 156 475 253
第三分野保険の保険リスク  （Ｒ2) － － －
予定利率リスク  （Ｒ3) － － －
資産運用リスク  （Ｒ4) 74 99 74
経営管理リスク （Ｒ5) 7 18 10
巨大災害リスク  （Ｒ6) 30 57 30

（Ｃ） 単体ソルベンシー・マージン比率　[(Ａ)/｛(Ｂ)×１/２｝]×100 4,597.0% 1,790.2% 3,179.9%

(注）  「単体ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条（単体ソルベンシー・マージン）および第87条（単体リスク）ならびに平成8年大蔵省告示第50号の規定
に基づいて算出された比率です。なお、「現行基準」は平成22年内閣府令第23号および平成23年内閣府令第11号、ならびに平成22年金融庁告示第48号、平成23年金融
庁告示第24号および平成24年金融庁告示第33号（平成24年3月31日からの適用）の改正内容を反映した基準であり、「旧基準」とは当該改正内容を反映前の基準です。
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 東京海上日動あんしん生命の単体ソルベンシー・マージン比率  （単位：百万円）

 年　度項　目
平成22年度

（平成23年3月31日）
「旧基準」

平成23年度
（平成24年3月31日）
「現行基準」

平成22年度
（平成23年3月31日）

「現行基準」
（Ａ）単体ソルベンシー・マージン総額 343,053 393,938 339,761

資本金等 90,754 96,773 90,754
価格変動準備金 3,611 3,969 3,611
危険準備金 24,759 25,786 24,759
一般貸倒引当金 390 442 390
その他有価証券の評価差額×90%（マイナスの場合100%） 9,277 36,004 9,277
土地の含み損益×85%（マイナスの場合100%） － － －
全期チルメル式責任準備金相当額超過額 137,855 153,491 137,855
負債性資本調達手段等 － － －
全期チルメル式責任準備金相当額超過額及び
負債性資本調達手段等のうち、マージンに算入されない額 － －

控除項目 － － －
その他 76,403 77,470 73,112

（Ｂ）単体リスクの合計額　√（Ｒ1 + Ｒ8）2 +（Ｒ2 + Ｒ3 + Ｒ7）2 + Ｒ4 24,399 36,715 39,768

保険リスク相当額  （Ｒ1） 12,447 12,830 12,447
第三分野保険の保険リスク相当額  （Ｒ8） 3,012 3,162 3,012
予定利率リスク相当額  （Ｒ2） 1,972 6,061 7,295
最低保証リスク相当額 （Ｒ7） － － －
資産運用リスク相当額  （Ｒ3） 16,030 25,918 28,235
経営管理リスク相当額  （Ｒ4） 669 959 1,019

（Ｃ）単体ソルベンシー・マージン比率 　　  (Ａ)
 （１/２）×（B） 

×100 2,812.0% 2,145.8% 1,708.7%

(注）  「単体ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条（単体ソルベンシー・マージン）および第87条（単体リスク）ならびに平成8年大蔵省告示第50号の規定
に基づいて算出された比率です。なお、「現行基準」は平成22年内閣府令第23号および平成23年内閣府令第11号、ならびに平成22年金融庁告示第48号、平成23年金融
庁告示第24号および平成24年金融庁告示第33号（平成24年3月31日からの適用）の改正内容を反映した基準であり、「旧基準」とは当該改正内容を反映前の基準です。

 東京海上日動フィナンシャル生命の単体ソルベンシー・マージン比率  （単位：百万円）

 年　度
項　目

平成22年度
（平成23年3月31日）

「旧基準」

平成23年度
（平成24年3月31日）
「現行基準」

平成22年度
（平成23年3月31日）

「現行基準」
（Ａ）単体ソルベンシー・マージン総額 79,547 61,284 79,547

資本金等 21,768 46,620 21,768
価格変動準備金 42 49 42
危険準備金 19,791 12,085 19,791
一般貸倒引当金 0 0 0
その他有価証券の評価差額×90%（マイナスの場合100%） 327 474 327
土地の含み損益×85%（マイナスの場合100%） － － －
全期チルメル式責任準備金相当額超過額 29,617 2,054 29,617
負債性資本調達手段等 8,000 － 8,000
全期チルメル式責任準備金相当額超過額及び
負債性資本調達手段等のうち、マージンに算入されない額 － －

控除項目 － － －
その他 － － －

（Ｂ）単体リスクの合計額　√（Ｒ1 + Ｒ8）2 +（Ｒ2 + Ｒ3 + Ｒ7）2 + Ｒ4 13,701 13,638 14,104

保険リスク相当額  （Ｒ1） 129 122 129
第三分野保険の保険リスク相当額  （Ｒ8） 45 45 45
予定利率リスク相当額  （Ｒ2） 2 3 3
最低保証リスク相当額 （Ｒ7） 7,237 5,861 7,100
資産運用リスク相当額  （Ｒ3） 6,056 7,370 6,583
経営管理リスク相当額  （Ｒ4） 404 402 415

（Ｃ）単体ソルベンシー・マージン比率 　　  (Ａ)
 （１/２）×（B） 

×100 1,161.1% 898.7% 1,127.9%

(注）  「単体ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条（単体ソルベンシー・マージン）および第87条（単体リスク）ならびに平成8年大蔵省告示第50号の規定
に基づいて算出された比率です。なお、「現行基準」は平成22年内閣府令第23号および平成23年内閣府令第11号、ならびに平成22年金融庁告示第48号、平成23年金融
庁告示第24号および平成24年金融庁告示第33号（平成24年3月31日からの適用）の改正内容を反映した基準であり、「旧基準」とは当該改正内容を反映前の基準です。

当社の子会社等である保険会社および
少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況 Solvency Margin Ratio
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 東京海上ミレア少額短期保険のソルベンシー・マージン比率  （単位：百万円）

 年　度項　目
平成22年度

（平成23年3月31日）
平成23年度

（平成24年3月31日）

（Ａ）ソルベンシー・マージン総額 1,270 1,407
純資産の部合計（社外流出予定額、評価・換算差額等及び繰延資産を除く。） 1,173 1,278
価格変動準備金 － －
異常危険準備金 96 129
一般貸倒引当金 － －
その他有価証券の評価差額（税効果控除前）（99%又は100%） － －
土地含み損益（85%又は100%） － －
契約者配当準備金の一部（除、翌期配当所要額） － －
将来利益 － －
税効果相当額 － －
負債性資本調達手段等 － －
控除項目 － －

（Ｂ）リスクの合計額　√Ｒ1 
2 + Ｒ2 

2 + Ｒ3 + Ｒ4 178 300
保険リスク相当額 169 286

一般保険リスク相当額  （Ｒ1） 159 186
巨大災害リスク相当額  （Ｒ4） 10 100

資産運用リスク相当額  （Ｒ2） 33 39
経営管理リスク相当額  （Ｒ3） 6 9

（Ｃ） ソルベンシー・マージン比率　[(Ａ)/｛(Ｂ)×１/２｝]×100 1,421.9% 937.8%

(注） 上記の金額および数値は、保険業法施行規則第211条の59、第211条の60および平成18年金融庁告示第14号の規定に基づいて算出しています。
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　下表は、平成24年3月31日および平成23年3月31日現在における東京海上日動火災保険㈱および東京海上日動あんしん生命
保険㈱のＡＬＭ剰余が、金利変化によってどのように変動するか、その変動額を表したものです。ＡＬＭ剰余は、将来の債務履行のた
めに保有する資産の現在価値と、積立保険や長期保険などの保険負債の現在価値の差額（税引前および今後の契約者配当を行う
前）として計算されます。

東京海上日動火災保険株式会社
 （単位：億円）

金利変化
（平成24年3月31日現在）

-1% ±0％ +1%

合同勘定 △17 0 △7

積立勘定 △44 0 ＋ 13

ALM計 △62 0 ＋ 6

 （単位：億円）

金利変化
（平成23年3月31日現在）

-1% ±0％ +1%

合同勘定 △3 0 △15

積立勘定 △46 0 ＋ 5

ALM計 △49 0 △11

東京海上日動あんしん生命保険株式会社
 （単位：億円）

金利変化
（平成24年3月31日現在）

-1% ±0％ +1%

ALM計 △1,384 0 △421

 （単位：億円）

金利変化
（平成23年3月31日現在）

-1% ±0% +1%

ALM計 △482 0 △1,199

(1) 記載の日付における日本国債の一般的な利回り曲線に基づくものです。
(2) 上記の情報は専らリスク管理目的として作成されたものであり、東京海上日動火災保険㈱および東京海上日動あんしん生命保

険㈱の財務状況や業績あるいは企業価値に対して、過去または今後の金利変化によって生じる実際の影響を示すものではあり
ません。

(3) これはALM剰余の想定される変動額を示す情報です。したがって、上記の東京海上日動あんしん生命保険㈱に関する数値は
“平成23年度末の東京海上日動あんしん生命保険㈱に対するエンベディッド・バリュー”項目にある表“4.前提条件を変更した場
合の影響”に記されたものとは異なる場合があります。

(4) 東京海上日動あんしん生命保険㈱：動的解約を考慮した基準によるものです。

ALM剰余価額の金利感応度 Interest-rate Sensitivity of ALM Surplus Value
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東京海上日動あんしん生命保険株式会社
1. エンベディッド・バリューとは

　エンベディッド・バリュー（Embedded Value：以下、「EV」と略。）は、生命保険事業の価値評価・業績評価手法のひとつで、日本
でも10社を超える生命保険会社が平成22年度末のEVを公表しており、「純資産価値＋保有契約価値」として計算されるものです。
　「純資産価値」は、貸借対照表の「純資産の部」（純資産）に、純資産に加算することが妥当と考えられる危険準備金および価格
変動準備金（いずれも税引後の額）を加えて計算しています。
　一方、「保有契約価値」は保有契約から生じることが見込まれる将来の「（税引後）当期純利益」を基礎に、一定のソルベンシー・
マージン比率を維持するために内部留保する必要のある額を控除した配当可能な株主利益を、リスク・プレミアムを勘案した割
引率（リスク割引率）で割り引いて計算した現在価値の金額です。

2. 当年度末EV
（1） 当年度末EV

　当年度末（平成23年度末）のEVは､ 5,163億円で､ その内訳は､ 純資産価値が1,441億円､ 保有契約価値が3,721億円と
なりました。

 （単位：億円）

平成21年度 平成22年度 平成23年度

純資産価値 1,064 1,125 1,441

保有契約価値 2,841  3,272 3,721

年度末ＥＶ 3,906  4,398 5,163

新契約価値 48 74 156

（2） EV増減額
　東京海上グループは生命保険事業における業績評価指標のひとつとして、EVの増減額を採用しています。
　当年度のEV増減額は､764億円の増加となり､ROEは16.0%となりました。

 （単位：億円）

平成21年度 平成22年度 平成23年度

ＥＶ増減額 322 492 764

ＥＶ平均残高 3,744 4,152 4,781

ＲＯＥ（注） 8.6% 11.9% 16.0%

（注） ＲＯＥ＝ＥＶ増減額／ＥＶ平均残高

　当年度のEV増減額は、前年度対比271億円増加していますが、主な要因は、実効税率引き下げによる将来の（税引後）当
期純利益の増加などにより「前提条件変更による影響」が311億円となり前年度対比185億円増加したこと、および、新商品

「メディカルKit」発売に伴う新契約量増加や事業費効率の改善などにより「新契約価値」が156億円となり前年度対比81億
円増加したことによります。（増減額の内訳につきましては「5. EV増減額の要因別内訳」をご覧ください。）
　また、当年度のEV増減額は、「前提条件変更による影響」および「金利変動の影響」を除くと、488億円となりました（この
場合のROEは10.2%）。

（参考） （単位：億円）

平成21年度 平成22年度 平成23年度

ＥＶ増減額
（前提条件変更による影響･金利変動の影響を除く） 282 350 488

エンベディッド・バリュー Embedded Value
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3. 主要な前提条件
　保有契約価値計算上の主要な前提条件は以下のとおりです。

前提条件 設定方法

保険事故発生率 保障種類別・保険年度別・到達年齢別等の過去の保険金支払実績をベースに設定。
実績データのない保険年度については、業界の統計データを参考に設定。

解約率 保険種類・払込方法・保険年度別の過去の解約実績をベースに設定。

経費 過去の経費支出実績および保有契約件数・保険料に対する比率（ユニット・コスト）をベースに設定。

新規資金
資産運用利回り

負債のデュレーションに合わせた国債での運用を行う前提（注）。
国債利回りはEV計算時点（年度末）の水準で、下記のとおり。
前年度末国債利回り：
　10年･1.24%､20年･2.06%､30年･2.20%､40年･2.35%
当年度末国債利回り：
　10年･0.99%､20年･1.77%､30年･1.95%､40年･2.11%

実効税率 

平成23年度実績および平成24年度以降の法人税率変更を踏まえ、下記のとおり事業年度ごとに設定。
平成23年度：36.1%
平成24年度から平成26年度：33.3%
平成27年度以降：30.7%
なお、「新契約価値」については平成24年度以降も平成23年度の実効税率を用いて計算しており、平成
23年度の新契約に関する上記実効税率への引き下げの影響額については「前提条件変更による影響」に
含めています。

ソルベンシー・マージン比率 ソルベンシー・マージン比率600％（新基準）を維持する前提。

リスク割引率 
無リスク金利（20年国債利回り）にリスク・プレミアム（6％）を上乗せした数値に基づき設定。
前年度：無リスク金利（2.06%）+6% → 8%
当年度：無リスク金利（1.77%）+6% → 8%

（注）平均的な運用利回りは約2.0％となっております。

〈新規資金の資産運用利回りについて〉
　新規資金の資産運用利回りは、負債のデュレーションに合わせた国債での運用を行う前提です。

〈リスク割引率について〉
　リスク割引率は、無リスク金利（20年国債利回り）に6％のリスク・プレミアムを上乗せした数値に基づき設定しています。当年度
と前年度では、リスク・プレミアムの変更はありません。
　東京海上グループでは国内生保事業に対する要求水準として、6％のリスク・プレミアムを設定しています。

4. 前提条件の変更による場合の影響
　前提条件を変更した場合のEVへの影響額は以下のとおりです。 （単位：億円）

前提条件の変更 ＥＶへの影響 ＥＶ額

保険事故発生率を1.1倍にする △247  4,915

解約率を1.1倍にする 1 5,164

経費を1.1倍にする △69 5,094

運用利回り（＝国債利回り）を0.25%上昇させる（注） 101 5,265

運用利回り（＝国債利回り）を0.25%低下させる（注）  △101 5,061

ソルベンシー・マージン比率を500%にする 17 5,181

ソルベンシー・マージン比率を700%にする  △25 5,138

リスク・プレミアムを2.0%引き下げる（割引率6％） 754 5,918

リスク・プレミアムを1.0%引き下げる（割引率7％） 345 5,509

リスク・プレミアムを1.0%引き上げる（割引率9％） △295 4,867

リスク・プレミアムを2.0%引き上げる（割引率10％） △551 4,611

（注） 運用利回りを上昇・低下させても割引率は変えない前提。

エンベディッド・バリュー Embedded Value
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〈資産運用利回りの上昇・低下について〉
　資産運用利回りの上昇・低下は、国債利回り（＝無リスクの市中金利）の上昇・低下により生じるという前提です。なお、金利の上昇・
低下に伴う含み損益の増減も勘案しています。ここでは、割引率は変わらない前提でのEVへの影響を計算しています。

〈リスク・プレミアムの引き下げ・引き上げについて〉
　割引率の引き下げ・引き上げは、市中金利の変動に連動したものと、リスク・プレミアムの引き下げ・引き上げに連動したものがあ
りますが、ここでは、市中金利（すなわち資産運用利回り）は変動せず、リスク・プレミアムを変動させて割引率を変更した場合の影
響額を計算しています。

5. EV増減額の要因別内訳
 （単位：億円）

平成22年度 平成23年度 前年比増減

新契約価値 74 156 81

保有契約価値の割引のリリース 237 272 34

想定と実績の差 38 56 18

金利変動の影響 16 △35 △52

前提条件変更による影響 126 311 185

　うち実効税率引き下げによる影響 － 221 221

その他 △0 3 3

合　計 492 764 271

　EV増減額の内訳は、新契約価値（平成23年度中の新契約）と、それ以外の増減額の2つに大別されます。

（1） 新契約価値
　当年度（平成23年度）の新契約価値は156億円となり、前年度対比81億円増加しています。
　当年度は、新商品「メディカルKit」発売に伴う新契約量増加に加えて、新契約募集に係る経費を抑制したことなどにより新
契約価値は増加しました。

（2） 新契約価値以外の増減額
　当年度は、実効税率引き下げによる将来の（税引後）当期純利益の増加などにより「前提条件変更による影響」が311億円
となり、前年度対比185億円増加しています。また、保有契約価値の増大に伴い「保有契約価値の割引のリリース」が272億
円となり、前年度対比34億円増加しました。

6. 注意事項
　EVの計算においては、リスクと不確実性を伴う将来の見通しを含んだ前提条件を使用するため、将来の実績がEVの計算に使
用した前提条件と大きく異なる場合があります。また、実際の市場価値は、投資家が様々な情報に基づいて下した判断により決
定されるため、EVから著しく乖離することがあります。したがいまして、EVの使用にあたっては、充分な注意を払っていただく必
要があります。 
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エンベディッド・バリュー Embedded Value

用語の説明
●純資産価値

　貸借対照表の純資産の部（純資産）に、純資産に加算することが妥当と考えられる危険準備金および価格変動準備金（いずれも税引
後の額）を加えて計算しています。
　これらの負債は、将来の不測の事態が発生した場合の財務の健全性を確保するために積み立てている準備金であり、特定の給付支
払に備えたものではないという点、あるいは将来の支払時期が明確でないという点で、純資産に加算することが妥当と判断されるもの
です。これらの金額は税引後の額を計算して純資産価値に加算します。
　なお、その他、財務会計上の純資産に含まれない満期保有債券・責任準備金対応債券の含み損益および未割当の配当準備金につき
ましては、当社のＡＬＭ運用の考え方に従い、将来の予定利率負担および配当負担に対応するものとして留保し、純資産価値には含め
ていません。その上で、保有契約価値の計算において、将来の予定利率・配当負担に合わせて、損益認識しています。
　また、一度純資産価値に含めたその他有価証券評価差額金および金利スワップに係る繰延ヘッジ損益につきましても、将来の予定
利率・配当負担に対応するものは、保有契約価値計算の中でマイナスで認識した上で同額を留保し、将来の予定利率・配当負担に合わ
せて、損益認識しています。

●保有契約価値
　保有契約から将来生じるであろう財務会計上の（税引後）当期純利益の現在価値から、下記の資本コストを控除したものです。
　将来利益の計算を行うためには、将来の保険事故発生率、解約率、経費、資産運用収益等の前提条件を設定する必要があります。こ
れらの前提条件が将来の実績値と異なるリスクがありますので、将来の利益の予測額をリスク割引率で割引いた現在価値評価を行い
ます。
　事業継続のために必要となる（一定のソルベンシー・マージン比率を維持するために必要となる）最低限の資本額を計算し、その金額
を再投資し、必要なくなるまでの間投資することとし、その資本の投資・回収について、将来利益と同様、リスク割引率によって現在価
値を計算することにより、機会コスト（資本コスト）を認識しています。
　したがって、当期純利益から再投資すべき金額を控除した配当可能な株主利益の現在価値が保有契約価値ということになります。

●新契約価値
　当年度の新契約から生じる利益の現在価値で、新契約費の負担によって当年度実現した損益（上記「純資産価値」の一部）と、次年度
以降発生する損益の現在価値（上記「保有契約価値」の一部）の合計額です。なお、将来発生する損益を計算する前提条件は保有契約
価値計算のものと基本的に同じですが、資産運用利回り（金利水準）については、年度末のものではなく、契約時点（月末時点）での金
利を用いて計算しています。なお、契約時点から年度末までの間の金利変動による影響は、新契約価値以外の「金利変動の影響」の項
目に含めています。
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東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社
1. エンベディッド・バリューとは

　エンベディッド・バリュー（Embedded Value：以下、「EV」と略。）は、生命保険事業の価値評価・業績評価手法の1つで、日本
でも10社を超える生命保険会社が平成22年度末のEVを公表しており、「純資産価値＋保有契約価値」として計算されるものです。
　「純資産価値」は、貸借対照表の「純資産の部」に、純資産価値に加算することが妥当と考えられる危険準備金および価格変動
準備金を加えて計算しています。
　一方、「保有契約価値」は保有契約から生じることが見込まれる将来の「当期純利益」を基礎に、一定のソルベンシー・マージン
比率を維持するために内部留保する必要のある額を控除した配当可能な株主利益を、リスク・プレミアムを勘案した割引率（リ
スク割引率）で割り引いて計算した現在価値の金額です。

2. 当年度末EV
（1） 当年度末EV

　当年度末（平成23年度末）のEVは210億円で､ その内訳は､ 純資産価値が591億円､ 保有契約価値が△380億円となり
ました。

 （単位：億円）

平成21年度 平成22年度 平成23年度

純資産価値 456 418 591

保有契約価値 176 5 △380

年度末ＥＶ 633 423 210

うち新契約価値 △31 △36 △19

（2） EV増減額
　東京海上グループは生命保険事業における業績評価指標の1つとして、EVの増減額を採用しています。
　当年度のEV増減額（期中増減額を除く）は△613億円となり､ROEは△193.4%となりました。

 （単位：億円）

平成21年度 平成22年度 平成23年度

ＥＶ増減額（期中増減額を除く） 192 △209 △613

ＥＶ平均残高 536 528 317

ＲＯＥ（注） 35.9% △39.6% △193.4%

（注） ROE＝EV増減額（期中増減額を除く）／ EV平均残高

3. 主要な前提条件
　保有契約価値計算上の主要な前提条件は以下のとおりです。

前提条件 設定方法

保険事故発生率 保険種類・保険年度別等の過去の保険金支払実績をベースに設定。

解約率 保険種類・払込方法・保険年度別の過去の解約実績をベースに設定。

経費 過去の経費支出実績および保有契約件数に対する比率（ユニット・コスト）をベースに設定。

特別勘定運用収益率 保険種類ごとのポートフォリオ（株式ファンド、債券ファンドおよびマネーファンド等）の収益率に応じて設定。

実効税率
平成24年度以降の法人税率変更を踏まえ、下記のとおり事業年度ごとに設定。
平成24年度から平成26年度：33.3%
平成27年度以降：30.8%

ソルベンシー・マージン比率 ソルベンシー・マージン比率400％を維持する前提。

リスク割引率 無リスク金利（20年国債利回り）にリスク・プレミアム（6％）を上乗せした数値に基づき設定。
無リスク金利（1.77％）＋6％ → 8％
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エンベディッド・バリュー Embedded Value

〈特別勘定運用収益率〉
　特別勘定運用収益率は､株式ファンド4%､債券ファンド0.985%､マネーファンド0.1%等とし､保険種類ごとに設定しています。

〈リスク割引率〉
　リスク割引率は、無リスク金利（20年国債利回り）に6％のリスク・プレミアムを上乗せした数値に基づき設定しています。
　東京海上グループでは国内生保事業に対する要求水準として、6％のリスク・プレミアムを設定しています。

4. 前提条件を変更した場合の影響
　前提条件を変更した場合のEVへの影響額は以下のとおりです。 （単位：億円）

前提条件の変更 ＥＶへの影響 ＥＶ額

保険事故発生率を1.1倍にする △12 197

解約率を1.1倍にする 5 215

経費を1.1倍にする △23 187

特別勘定の時価残高を即時に10％上昇させる 139 349

特別勘定の時価残高を即時に10％低下させる △127 82

ソルベンシー・マージン比率を300％にする 25 235

ソルベンシー・マージン比率を500％にする △25 185

リスク・プレミアムを1％引き下げる（リスク割引率7％） △10 200

リスク・プレミアムを1％引き上げる（リスク割引率9％） 6 217

〈リスク・プレミアムの引き下げ・引き上げについて〉
　リスク割引率の引き下げ・引き上げは、市中金利の変動に連動したものと、リスク・プレミアムの引き下げ・引き上げに連動したも
のがありますが、ここでは、市中金利は変動せず、リスク・プレミアムを変動させて割引率を変更した場合の影響額を計算しています。

5. EV増減額の要因別内訳
 （単位：億円）

平成22年度 平成23年度 前年比増減

期中増資額 — 400 400

新契約価値 △36 △19 17

保有契約価値の割引のリリース 16 4 △12

運用に関する想定と実績の差 △72 0 73

その他の想定と実績の差等 △47 △93 △46

再保険の影響 △19 △312 △292

前提条件変更による影響 △50 △193 △143

合計
（期中増資額を除く）

△209
△209

△213
△613

△4
△404

　期中増減額を除いたEV増減額の内訳は、新契約価値とそれ以外の増減額との2つに大別されます。

（1） 新契約価値
　当年度（平成23年度）の新契約価値は△19億円となりました。最低保証リスクを軽減する商品へ移行したことを主因とし
て前年度対比では17億円の改善となっていますが、新契約量の減少により引き続きマイナスとなりました。

（2） 新契約価値以外の増減額
　当年度の「再保険の影響」は△312億円となりました。これは主に再保険契約の見直しに伴い、再保険料率が当初の見込
みより上昇した影響によるものです。
　当年度の「前提条件変更による影響」は△193億円となりました。これは主に新規の取り扱いを一時休止する影響を反映
させたことによるものです。
　当年度の「その他の想定と実績の差等」は△93億円となりました。これは主に保険料積立金を追加して積み立てたことに
よるものです。
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用語の説明
●純資産価値

　貸借対照表の純資産の部に､ 純資産価値に加算することが妥当と考えられる危険準備金および価格変動準備金を加えて計算してい
ます。
　危険準備金および価格変動準備金は､将来､不測の事態が発生した場合の財務の健全性を確保するために積み立てている準備金で
あり､ 特定の給付支払に備えたものではないという点､あるいは将来の支払時期が明確ではないという点で､ 純資産価値に加算するこ
とが妥当と判断されるものです。

●保有契約価値
　保有契約から将来生じるであろう財務会計上の当期純利益の現在価値から、下記の資本コストを控除したものです。
　将来利益の計算を行うためには、将来の保険事故発生率、解約率、経費、特別勘定運用収益率等の前提条件を設定する必要があり
ます。これらの前提条件が将来の実績値と異なるリスクがありますので、将来の利益の予測額をリスク割引率で割り引いた現在価値評
価を行います。
　事業継続のために必要となる（一定のソルベンシー・マージン比率を維持するために必要となる）最低限の資本額を計算し、その金額
を再投資し、必要なくなるまでの間投資することとし、その資本の投資・回収について、将来利益と同様、リスク割引率によって現在価
値を計算することにより、機会コスト（資本コスト）を認識しています。
　したがって、当期純利益から再投資すべき金額を控除した配当可能な株主利益の現在価値が保有契約価値ということになります。

●新契約価値
　当年度の新契約から生じる利益の現在価値で､ 新契約費の負担によって当年度実現した損益（上記｢純資産価値｣の一部）と､ 次年度
以降発生する損益の現在価値（上記｢保有契約価値｣の一部）の合計額です。

6. 注意事項
　EVの計算においては、リスクと不確実性を伴う将来の見通しを含んだ前提条件を使用するため、将来の実績がEVの計算に使
用した前提条件と大きく異なる場合があります。
　また、実際の市場価値は、投資家が様々な情報に基づいて下した判断により決定されるため、EVから著しく乖離することがあ
ります。したがいまして、EVの使用にあたっては、充分な注意を払っていただく必要があります。
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法定準備金 Statutory Reserve

損害保険
東京海上日動火災保険株式会社 （単位：百万円）

平成22年度 平成23年度

異常危険準備金 899,471 829,931

価格変動準備金 61,470 65,165

日新火災海上保険株式会社 （単位：百万円）

平成22年度 平成23年度

異常危険準備金 52,123 51,267

価格変動準備金 731 953

イーデザイン損害保険株式会社 （単位：百万円）

平成22年度 平成23年度

異常危険準備金 126 291

生命保険
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 （単位：百万円）

平成22年度 平成23年度

危険準備金 24,759 25,782

価格変動準備金 3,611 3,969

東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社 （単位：百万円）

平成22年度 平成23年度

危険準備金 19,791 12,085

価格変動準備金 42 49
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 株主・株式の状況等

基本事項 （2012年7月1日現在）

　当社の発行する株式は普通株式であり、発行可能株式総数は33億株、発行済株式総数は769,524,375株です。

a. 定時株主総会開催時期 毎事業年度終了後3か月以内に開催します。
b. 決算日 3月31日
c. 株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
d. 基準日 定時株主総会  3月31日 
  期末配当  3月31日
  中間配当  9月30日
e. 公告方法 電子公告により行います。
  (http://www.pronexus.co.jp/koukoku/8766/8766.html)
   ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、

東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。
f. 単元株式数 100株 
g. 上場証券取引所 東京証券取引所第一部、大阪証券取引所第一部

株主総会議案等

　第10回定時株主総会を、2012年6月25日（月）に開催しました。報告事項および決議事項は以下のとおりです。

〈報告事項〉
1.  2011年度（2011年4月1日から2012年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算

書類監査結果報告の件
2. 2011年度（2011年4月1日から2012年3月31日まで）計算書類報告の件

　上記の内容について報告しました。

〈決議事項〉
第1号議案　剰余金の処分の件
第2号議案　取締役10名選任の件

　上記全議案は原案どおり承認可決されました。

会社データ Corporate Data
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株式の分布状況

　2012年3月31日現在の株主数は、94,132名です。また、所有者別状況につきましては、金融機関の持株比率が39.56%、外国
人の持株比率が32.87%となっています。

a.  所有者別状況 （2012年3月31日現在）

区　分 株主数（人） 株式数（株） 株式数比率（%）

政府・地方公共団体 1 500 0.00

金融機関合計 249 318,229,816 39.56

金融商品取引業者 54 12,530,882 1.56

その他の法人 1,891 62,846,867 7.81

外国法人等 649 264,432,220 32.87

個人・その他 91,287 108,887,781 13.53

自己名義株式 1 37,596,309 4.67

合　計 94,132 804,524,375 100.00

b.  地域別状況 （2012年3月31日現在）

区　分 株主数（人） 株主数比率（%） 株式数（株） 株式数比率（%）

北海道 1,300 1.38 3,294,856 0.41

東　北 2,182 2.32 4,356,348 0.54

関　東 43,954 46.69 466,646,220 58.00

中　部 14,559 15.47 23,999,858 2.98

近　畿 21,495 22.83 27,629,306 3.43

中　国 3,767 4.00 3,880,219 0.48

四　国 2,440 2.59 4,398,828 0.55

九　州 3,752 3.99 6,963,413 0.87

外国他 683 0.73 263,355,327 32.73

合　計 94,132 100.00 804,524,375 100.00

c.  所有株式数別状況 （2012年3月31日現在）

区　分 5,000単元以上 1,000単元以上 500単元以上 100単元以上 50単元以上 10単元以上 5単元以上 1単元以上 1単元未満 合　計

株主数（人） 195 257 173 1,386 2,941 24,717 21,351 27,639 15,473 94,132

株主数比率（%） 0.21 0.27 0.18 1.47 3.12 26.26 22.68 29.36 16.44 100.00

株式数（株） 622,415,707 62,973,552 11,951,816 24,451,754 18,950,706 46,180,583 11,855,728 5,156,076 588,453 804,524,375

株式数比率（%） 77.36 7.83 1.49 3.04 2.36 5.74 1.47 0.64 0.07 100.00
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上位10名の株主の状況

 （2012年3月31日現在）

氏名または名称 住　所 所有株式数（千株） 発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合（%）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社信託口 東京都中央区晴海一丁目8番11号 46,744 5.8

日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 東京都港区浜松町二丁目11番3号 43,896 5.5

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人　資産管理サービス信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
（東京都中央区晴海一丁目8番12号 
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワー Z棟）

19,179 2.4

SSBT OD05 OMNIBUS
ACCOUNT-TREATY CLIENTS
(常任代理人　香港上海銀行東京支店）

338 PITT STREET SYDNEY
NSW AUSTRALIA

（東京都中央区日本橋三丁目11番1号）
18,202 2.3

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 15,695 2.0 

ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　
カンパニー　505225

（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀行
決済営業部）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
U.S.A.

（東京都中央区月島四丁目16番13号）
14,559 1.8

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託 
三菱重工業口　再信託受託者　 
資産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番12号
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワー Z棟 14,074 1.7

メロン　バンク　エヌエー　アズ　エージェント　
フォー　イッツ　クライアント　メロン　オムニバス
ユーエス　ペンション

（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀行決
済営業部）

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA U.S.A.
（東京都中央区月島四丁目16番13号） 12,228 1.5

モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシー
（常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀行）

4 NEW YORK PLAZA,13TH FLOOR, 
NEW YORK, NY U.S.A.
(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号）

11,924 1.5

東海日動従業員持株会 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 11,634 1.4

合　計 — 208,141 25.9

（注） 1. モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシーは、ADR発行のため預託された株式の名義人です。
 2. 当社は、自己株式37,596千株を所有しておりますが、本表には記載していません。

配当政策

　当社は、業績および今後の経営環境等を勘案し、グループの事業展開のための基盤強化を図りつつ、安定的な配当等を通じた株
主還元の充実に努める方針としています。
　2011年度の期末配当につきましては、この方針のもと、諸般の事情を総合的に勘案し、1株につき25円としました。
　中間配当として1株につき25円お支払していますので、2011年度の年間配当は1株につき50円となりました。これは、前年度の
年間配当と同額です。

資本金の推移

年月日 資本金

 2002年4月2日 1,500億円

 2012年3月31日 1,500億円
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国内事業 
企画部

海外事業 
企画部

財務 
企画部

経営 
企画部 経理部 人事部 IT企画部 法務部 内部 

統制部
リスク 
管理部 監査部

東京海上グルー
プの国内保険事
業、一般事業の
戦略立案、国内
保険子会社、一
般事業子会社等
の経営管理等に
関する事項

東京海上グルー
プの海外保険事
業の戦略立案、
海 外 保 険 子 会
社・再保険会社
等の経営管理等
に関する事項

東京海上グルー
プの資産運用統
括、金融関連事
業の戦略立案、
金融事業子会社
等の経営管理等
に関する事項

東京海上グルー
プの経営戦略・
計 画、CSR、広
報、IR、M&A等
に関する事項

東京海上グルー
プの決算・税務
等に関する事項

東京海上グルー
プの人事戦略等
に関する事項

東京海上グルー
プのIT戦略等に
関する事項

株主総会、取締
役会等に関する
事項

東京海上グルー
プの内部統制、
コンプライアン
ス、J-SOX、顧客
保護等に関する
事項

東京海上グルー
プの統合リスク
管理等に関する
事項

東京海上グルー
プの内部監査に
関する事項

 組織図
 （2012年7月1日現在）

株主総会

取締役会 報酬委員会

内部統制委員会

指名委員会

経営会議

担当役員

監査役

監査役会

 従業員の状況
 （2012年3月31日現在）

従業員数 409名
平均年齢  41.2才
平均勤続年数 17.4年

（注） 当社従業員はその大部分が子会社からの出向者であり、平均勤続年数は、出向者の各子会社における勤続年数を通算しています。

 社外・社内の監査態勢
　当社は、保険業法第271条の28の定めにより金融庁検査局の検査を受けることとなっています。
　また、社外の監査としては、会社法・金融商品取引法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく内部統制監査をあらた監
査法人より受けています。
　社内の監査としては、監査役が行う会社法上の監査と、監査部による内部監査があります。内部監査は、取締役会が承認した「内
部監査規程」に基づいて実施しています。
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 当社及びその子会社等の概況
 （2012年3月31日現在）

事業の内容

　当社は2002年4月設立の保険持株会社です。当社グループは、国内損害保険事業、国内生命保険事業、海外保険事業および金
融・一般事業を営んでおり、主なグループ会社は下記のとおりです。

事業系統図（※）

東
京
海
上
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
（
保
険
持
株
会
社
）

国内損害保険事業

損害保険業
◎東京海上日動火災保険株式会社
◎日新火災海上保険株式会社

少額短期保険業
◎東京海上ミレア少額短期保険株式会社

国内生命保険事業
◎東京海上日動あんしん生命保険株式会社
◎東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社
◎Tokio Marine Bluebell Re Limited

海外保険事業

損害保険業
◎Philadelphia Indemnity Insurance Company
◎First Insurance Company of Hawaii,Ltd.
◎Kiln Underwriting Limited
◎Tokio Millennium Re (UK) Limited
◎Tokio Marine Underwriting Limited
◎Tokio Marine Insurance Singapore Ltd.
◎Tokio Marine Seguradora S.A. 
◎Tokio Millennium Re Ltd.

生命保険業
◎Tokio Marine Life Insurance Singapore Ltd.
◎Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd.
△Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

その他
◎Tokio Marine North America, Inc.
◎Philadelphia Consolidated Holding Corp. 
◎Kiln Group Limited
◎Tokio Marine Asia Pte. Ltd. 
◎Asia General Holdings Limited

金融・一般事業

デリバティブ事業
◎Tokio Marine Financial Solutions Ltd.

※　◎は連結子会社、△は持分法適用関連会社

170 東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012



主要な子会社等

 （2012年3月31日現在）

会社名 設立 
年月日

資本金 
（現地通貨）

当社の議決権
保有割合（*1）

当社の子会社
等の議決権 
保有割合（*2）

本社所在地 主要な事業の 
内容

東京海上日動火災保険株式会社 1944年 
3月20日（*3）

101,994
百万円 100 0 東京都千代田区丸の内1-2-1 国内損害保険

事業

日新火災海上保険株式会社 1908年
6月10日

20,389
百万円 100 0 東京都千代田区神田駿河台2-3 国内損害保険

事業

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 1996年
8月6日

55,000
百万円 100 0 東京都中央区銀座5-3-16 国内生命保険

事業

東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社 1996年
8月13日

68,000
百万円 100 0 東京都品川区大崎2-1-1 

ThinkPark Tower
国内生命保険
事業

東京海上ミレア少額短期保険株式会社 2003年
9月1日

1,595
百万円 100 0 神奈川県横浜市西区みなとみらい

2-2-1-1
国内損害保険
事業

Philadelphia Consolidated Holding Corp. 1981年
7月6日

1
千米ドル 0 100 One Bala Plaza, Suite 100, Bala 

Cynwyd, PA 19004 USA 海外保険事業

Philadelphia Indemnity Insurance 
Company

1927年
2月4日

3,599
千米ドル 0 100 One Bala Plaza, Suite 100, Bala 

Cynwyd, PA 19004 USA 海外保険事業

Tokio Millennium Re (UK) Limited 1990年
10月30日

125,000
千英ポンド 0 100 2 Minster Court, London, EC3R 

7BB, UK 海外保険事業

Kiln Group Limited 1994年
7月11日

1,000
千英ポンド 0 100 106 Fenchurch Street, London, 

EC3M 5NR, UK 海外保険事業

Kiln Underwriting Limited 1994年
6月13日

0
千英ポンド 0 100 106 Fenchurch Street, London, 

EC3M 5NR, UK 海外保険事業

Tokio Marine Underwriting Limited 2008年
10月27日

0
千英ポンド 0 100 106 Fenchurch Street, London, 

EC3M 5NR, UK 海外保険事業

Tokio Marine Bluebell Re Limited 2007年
3月8日

14,000
百万円 100 0 Fort Anne, Douglas, Isle of Man, 

IM1 5PD
国内生命保険
事業

Tokio Marine Asia Pte. Ltd. 1992年
3月12日

561,714
千シンガ

ポールドル
542,000

千タイバーツ

100 0 20 McCallum Street, #13-01 Tokio 
Marine Centre, Singapore 069046 海外保険事業

Asia General Holdings Limited 1971年
2月24日

75,000
千シンガ

ポールドル
0 92.4 20 McCallum Street, #09-01 Tokio 

Marine Centre, Singapore 069046 海外保険事業

Tokio Marine Insurance Singapore Ltd. 1923年
7月11日

100,000
千シンガ

ポールドル
0 100 20 McCallum Street, #09-01 Tokio 

Marine Centre, Singapore 069046 海外保険事業

Tokio Marine Life Insurance Singapore 
Ltd.

1948年
5月21日

36,000
千シンガ

ポールドル
0 85.6 20 McCallum Street, #07-01 Tokio 

Marine Centre, Singapore 069046 海外保険事業

Tokio Marine Life Insurance Malaysia 
Bhd.

1998年
2月11日

100,000
千マレーシア

リンギット
0 100

Level 7, Menara TM Asia Life 189, 
Jalan Tun Razak, 50400 Kuala 
Lumpur, Malaysia

海外保険事業

Tokio Marine Seguradora S.A. 1937年
6月23日

272,360
千ブラジル

レアル
100 0 R. Sampaio Viana, 44 CEP:04004-

000 São Paulo, SP, Brazil 海外保険事業

Tokio Millennium Re Ltd. 2000年
3月15日

250,000
千米ドル 0 100

Tokio Millennium House, 3 
Waterloo Lane Pembroke HM 08, 
Bermuda

海外保険事業

Tokio Marine Financial Solutions Ltd. 1997年
12月4日

1,767
百万円 0 100

The Offices of Maples and Calder 
Ugland House P. O. Box 309 South 
Church St. George Town Grand 
Cayman, Cayman Islands, British 
West Indies

金融・一般事業
（デリバティブ
事業）

Tokio Marine North America, Inc. 2011年
6月29日

0
千米ドル 0 100 2711 Centerville Road, Suite400 

Wilmington DE 19808 USA 海外保険事業

First Insurance Company of Hawaii, Ltd. 1982年
8月6日

4,272
千米ドル 0 100 1100 Ward Avenue, Honolulu, HI 

96814 USA 海外保険事業

（持分法適用会社）

Edelweiss Tokio Life Insurance Company 
Limited

2009年
11月25日

1,500,000
千インド

ルピー
0 26

7th Floor, Edelweiss House, 
Off C.S.T. Road, Kalina, 
Mumbai 400 098 India

海外保険事業

（*1） 当社が保有する当該子会社等の議決権の全ての議決権に占める割合
（*2） 当社の子会社等が保有する当該子会社等の議決権の全ての議決権に占める割合
（*3） 創業は1879年8月1日

% %
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 設備投資等の概要
　当社の完全子会社である東京海上日動火災保険株式会社は、国内損害保険事業における顧客サービスの充実と業務の効率化
を目的として、当連結会計年度中に85億円の設備投資を行っていますが、その主なものは国内店舗ビルの新築および改修です。

 主要な設備の状況
　当社および連結子会社における主要な設備は、以下のとおりです。

（1） 当　社

 （2012年3月31日現在）

会社名 店名（所在地）
所属出
先機関
（店）

セグメントの名称
帳簿価額（百万円） 従業員数

（人）
賃借料

（百万円）土地（面積m2） 建物 動産等

当　社 本社（東京都千代田区） — 持株会社 — 202 75 409 —

（2） 国内子会社

 （2012年3月31日現在）

会社名 店名（所在地）
所属出
先機関
（店）

セグメントの名称
帳簿価額（百万円） 従業員数

（人）
賃借料

（百万円）土地（面積m2） 建物 動産等

東京海上日動火災保険㈱

本社　各サービス部、東京企業所属
各部、東京自動車所属各部、海外およ
び本店損害、東京自動車損害、公務開
発、公務1、公務2、医療・福祉、広域法
人、金融法人の各部を含む

（東京都千代田区）

47 国内損害保険
事業

29,386
(78,974) 35,946 7,895 4,187 1,741

北海道
北海道支店（札幌市中央区） 
ほか6部支店

16 国内損害保険
事業

853
(6,250) 1,169 299 668 581

東北
仙台支店（仙台市青葉区）
ほか9部支店

29 国内損害保険
事業

2,699
(10,503) 4,760 547 1,022 372

関東
東京中央支店（東京都千代田区）
ほか32部支店

70 国内損害保険
事業

7,599
(14,549) 8,158 1,471 3,907 2,495

東海・北陸
愛知南支店（名古屋市西区）
ほか24部支店

34 国内損害保険
事業

3,962
(12,940) 2,503 960 2,277 2,082

関西
大阪南支店（大阪市中央区）
ほか24部支店

24 国内損害保険
事業

16,592
(85,011) 8,188 1,173 2,543 1,220

中国・四国
広島支店（広島市中区）
ほか14部支店

24 国内損害保険
事業

2,978
(8,403) 2,562 589 1,288 715

九州
福岡中央支店（福岡市博多区）
ほか13部支店

28 国内損害保険
事業

3,584
(42,427) 4,942 611 1,573 363

日新火災海上保険㈱

本社（東京本社）
（東京都千代田区）
さいたま本社

（さいたま市浦和区）

122 国内損害保険
事業

10,729
(25,640) 9,019 841 2,606 640

東京海上日動あんしん 
生命保険㈱

本社
（東京都中央区） 91 国内生命保険

事業
—

(—) 282 661 2,254 1,323

東京海上日動フィナン
シャル生命保険㈱

本社
（東京都品川区） 3 国内生命保険

事業
—

(—) 0 0 265 415

東京海上ミレア 
少額短期保険㈱

本社
（横浜市西区） 6 国内損害保険

事業
—

(—) 24 15 127 115

設備の状況 Corporate Facilities
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（3） 在外子会社

 （2012年3月31日現在）

会社名 店名（所在地）
所属出
先機関
（店）

セグメントの名称
帳簿価額（百万円） 従業員数

（人）
賃借料

（百万円）土地（面積m2） 建物 動産等

Tokio Marine North 
America, Inc.

本社
（米国・デラウェア州・ 
ウィルミントン）

— 海外保険事業 —
(—) — — — —

Philadelphia 
Consolidated  
Holding Corp.
他　グループ9社

本社
（米国・ペンシルバニア州・ 
バラキンウィッド）

46 海外保険事業
—

(—)
[28,672]

— 1,102 1,573 652

First Insurance 
Company of Hawaii, 
Ltd.
他　グループ5社

本社
（米国・ハワイ州・ホノルル） — 海外保険事業

—
(—)

[10,105]
143 51 318 378

Kiln Group Limited
他　グループ17社

本社
（英国・ロンドン） 6 海外保険事業 —

(—) 42 557 372 125

Tokio Millennium Re 
(UK) Limited

本社
（英国・ロンドン） — 海外保険事業 —

(—) 60 17 31 49

Tokio Marine 
Underwriting Limited

本社
（英国・ロンドン） — 海外保険事業 —

(—) — — — —

Tokio Marine  
Bluebell Re Limited

本社
（英領マン島・ダグラス） — 国内生命

保険事業
—

(—) — — — —

Tokio Marine Asia  
Pte. Ltd.

本社
（シンガポール・シンガポール） — 海外保険事業 —

(—) — 58 87 —

Asia General  
Holdings Limited

本社
（シンガポール・シンガポール） — 海外保険事業 —

(—) — — — —

Tokio Marine Insurance 
Singapore Ltd.

本社
（シンガポール・シンガポール） 1 海外保険事業 1,353

(2,426) 742 1,269 198 20

Tokio Marine Life 
Insurance Singapore 
Ltd.

本社
(シンガポール・シンガポール） 1 海外保険事業 1,357

(1,770) 816 110 155 6

Tokio Marine Life 
Insurance Malaysia 
Bhd.

本社
(マレーシア・クアラルンプール） 15 海外保険事業

194
(9,987)

[36,319]
636 226 379 6

Tokio Marine 
Seguradora S.A. 本社(ブラジル・サンパウロ) 52 海外保険事業

0
(—)

[24,510]
120 647 1,353 344

Tokio Millennium  
Re Ltd.

本社
(英領バミューダ・ハミルトン) 2 海外保険事業 —

(—) 472 209 72 176

Tokio Marine Financial 
Solutions Ltd.

東京支店
（東京都千代田区) — 金融・

一般事業
—

(—) 0 8 45 188

（注） 1. 所属出先機関数は、支社、事務所および海外駐在員事務所の合計です。海外支社および海外駐在員事務所は、本社の所属出先機関に含まれています。
 2. 上記は全て営業用設備です。
 3. 動産等には、リース資産を含めて記載しています。
 4. 土地および建物の一部を賃借しています。賃借している土地の面積については、［　］で外書きしています。
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 5. 上記のほか、主要な賃貸用設備として以下のものがあります。

会社名 設備名
帳簿価額（百万円）

土地（面積m2） 建物

東京海上日動火災保険㈱

大阪東京海上日動ビルディング
（大阪市中央区）

4,106
(5,583) 4,003

東京海上日動ビルディング新館
（東京都千代田区）

0
(3,046) 3,150

シーノ大宮サウスウィング
（さいたま市大宮区）

3,821
(2,665) 4,363

中外東京海上ビルディング
（名古屋市中区）

858
(1,756) 2,140

大手町ファーストスクエア
（東京都千代田区）

20
(1,354) 2,898

日新火災海上保険㈱ 武蔵野ビル
（東京都武蔵野市）

292
(1,090) 243

 6. 上記のほか、主要な社宅用、厚生用設備として以下のものがあります。

会社名 設備名
帳簿価額（百万円）

土地（面積m2） 建物

東京海上日動火災保険㈱

多摩総合グラウンド
（東京都八王子市）

6,705 
(53,000) 790

マリンハイツ富士見台
（東京都中野区）

191 
(18,593) 721

石神井運動場
（東京都練馬区）

3,076 
(14,860) 105

蓼科山荘
（長野県茅野市）

16 
(6,700) 645

東京海上日動田無寮
（東京都西東京市）

1 
(1,564) 235

日新火災海上保険㈱ トークハイム日進
（さいたま市北区）

358 
(3,330) 494

 7. 上記のほか、主要な設備のうちリース契約によるものは以下のとおりです。

会社名 設備の内容 年間リース料（百万円）

東京海上日動火災保険㈱ 電子計算機 10

東京海上日動あんしん生命保険㈱ 電子計算機 31
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 設備の新設、除却等の計画
　2012年3月31日現在の重要な設備の新設および改修の計画は以下のとおりです。

（1） 新　設

会社名
設備名 所在地 セグメントの名称 内容

投資予定金額 資金
調達方法

着手および完了予定年月

総額（百万円） 既支払額（百万円） 着手 完了

東京海上日動火災保険（株）
名古屋東京海上日動ビルディング 名古屋市中区 国内損害保険

事業 建替 15,760 2,178 自己資金 2011年7月 2013年6月

（2） 改　修

　前連結会計年度末において東京海上日動火災保険株式会社が計画していました多摩東京海上日動ビルディングの改修は、2012
年2月に完了しました。
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 東京海上グループの沿革

2001年（平成13年） 1月 東京海上と日動火災、共同持株会社の設立に関して合意

9月 持株会社の名称、事業目的、代表者、本社所在地、株式移転比率等を発表

2002年（平成14年） 4月 ミレアホールディングス株式を東京証券取引所・大阪証券取引所に上場（初値97万円）、ADR（米国預託証券）をナスダックに
登録

「株式会社ミレアホールディングス」設立、オープニングセレモニー開催

11月 中長期的なグループ事業戦略を発表

12月 「ミレアアジア・プライベート・リミテッド」設立

ミレアアジアを通じ、台湾損保「新安産物保険会社」に30%出資

2003年（平成15年） 2月 「ミレア・リアルエステイトリスク・マネジメント株式会社」設立

7月 「株式会社東京海上日動キャリアサービス」発足

10月 「東京海上日動あんしん生命保険株式会社」発足

11月 ミレアグループ中長期戦略の改定

ミレアグループが24.9%出資する「生命人寿保険株式会社」が上海で営業開始

2004年（平成16年） 2月 東京海上を通じ、スカンディア生命保険株式会社の全発行済株式を取得（同年4月にミレアホールディングスの直接子会社と
なり、「東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社」に社名変更）

9月 ミレアアジアを通じ、台湾損保「統一安聯産物保険会社」の株式99.81%を取得

10月 「東京海上日動火災保険株式会社」発足

2005年（平成17年） 4月 ミレアアジア傘下の台湾損保2社が合併し、「新安東京海上産物保険会社」が発足

7月 ブラジル損保「レアルセグロス社」、同生保・年金会社「レアルヴィダ社」に、それぞれ100%、50%出資

11月 グループ長期戦略および中期経営計画「ステージ拡大 2008」の策定

2006年（平成18年） 1月 「ミレア・モンディアル株式会社」を設立しアシスタンス・BPO事業へ参入

2月 「東京海上日動サミュエル株式会社」を設立し施設型介護事業へ参入

9月 「日新火災海上保険株式会社」と経営統合を行い、完全子会社化

2007年（平成19年） 2月 「東京海上日動メディカルサービス株式会社」子会社化

4月 「東京海上日動保険サービス株式会社」の子会社化とともに「東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社」に社名変更

変額年金再保険子会社「トウキョウ・マリン・ブルーベル・リ社」をイギリス領マン島に設立

6月 東京海上日動を通じ、シンガポール・マレーシアの保険グループ「アジアジェネラルホールディングス社」の買収

10月 「東京海上日動リスクコンサルティング株式会社」子会社化

2008年（平成20年） 1月 「株式会社日本厚生共済会」を子会社化するとともに「ミレア日本厚生少額短期保険株式会社」に社名変更

3月 東京海上日動を通じ、英国ロイズ「キルン社」の買収

7月 商号を「東京海上ホールディングス株式会社」（英文表記:Tokio Marine Holdings, Inc.）に変更

11月 東京海上日動が100%出資する「東京海上日動火災保険（中国）有限公司」の中国現地法人化

12月 東京海上日動を通じ、米国損害保険グループ「フィラデルフィア・コンソリデイティッド社」の買収

グループ中期経営計画「変革と実行 2011」策定

2009年（平成21年） 1月 「イーデザイン損保設立準備株式会社」を設立

3月 ブラジル生保・年金会社「レアルヴィダ社」売却

6月 「イーデザイン損保設立準備株式会社」の商号を「イーデザイン損害保険株式会社」に変更

2010年（平成22年） 1月 エジプトにおけるタカフル会社「ナイル ファミリー タカフル カンパニー」、「ナイル ジェネラル タカフル カンパニー」の開業

「東京海上ビジネスサポート株式会社」を設立

4月 サウジアラビアにおける合弁生損保兼営保険会社「東京海上サウジアラビア社」の設立に関して合意

7月 ミレア日本厚生少額短期保険株式会社の商号を「東京海上ミレア少額短期保険株式会社」に変更

2011年（平成23年） 7月 インドにおける合弁生命保険会社「エーデルワイス・トウキョウ・ライフ・インシュアランス・リミテッド」の開業

8月 「東京海上日動火災保険（中国）有限公司」の「江蘇支店」の開業

10月 「東京海上日動火災保険（中国）有限公司」の「北京支店」の設立認可を取得

11月 東京海上日動を通じ、米国・ハワイ州の保険グループFICOH社を連結子会社化

2012年（平成24年） 5月 東京海上日動を通じ、米国生損保兼営グループ「デルファイ・ファイナンシャル・グループ」の買収

マレーシアの現地損害保険会社MUI社からの事業譲渡を発表

グループ中期経営計画「変革と実行 2014」の発表

東京海上グループの沿革 Corporate History
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日本はじめての
上場保険持株会社

日本人による
日本はじめての保険会社

177東京海上ホールディングス   アニュアルレポート 2012

経
営
に
つ
い
て

財
務
デ
ー
タ

会
社
デ
ー
タ

事
業
概
況

経
営
体
制

C
S
R

明治火災
1891年

ミレアホールディングス
2002年

東京海上ホールディングス
2008年（社名変更）

東京海上日動あんしん生命
2003年

東京海上日動
2004年

東京海上日動フィナンシャル生命
2004年

日新火災*
1943年

東京海上ミレア少額短期*
2008年

イーデザイン損保
2009年

東京海上
1879年

東京海上
1918年

東京海上
1944年

三菱海上
1919年

東京海上あんしん生命
1996年

日動生命
1996年

東京物品火災
1898年

日本動産火災
1914年

日動火災
1946年

東邦火災
1911年

帝国帆船海上
1908年

東洋海上
1910年

東明火災
1907年

豊国火災
1912年

福寿火災
1911年

*2006年 経営統合

*2010年 社名変更



　東京海上グループは、世界38の国・地域、446都市にネットワークを展開しています。海外進出企業をはじめ、海外旅行者等世界
各国のお客様の多様なニーズにお応えできる体制を整えています。

北米
米国 ■ ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、

シカゴ、アトランタ、ナッシュビル、ホノルル、 
バラキンウィッド

● 米国支店
□ Tokio Marine Management, Inc. 

(ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシス
コ、シカゴ、アトランタ、ヒューストン、ナッシュ
ビル、シンシナティ）

□ Trans Pacific Insurance Company 
(ニューヨーク)

□ TM Specialty Insurance Company 
(ニューヨーク)

□ Tokio Marine America Insurance Company 
(ニューヨーク)

□ TNUS Insurance Company (ニューヨーク)
□ TM Claims Service, Inc. 

(ニューヨーク、ロサンゼルス、ホノルル)
□ First Insurance Company of Hawaii, Ltd. 

(ホノルル)
□ Philadelphia Insurance Companies 

(バラキンウィッド、他46都市)
■ Tokio Marine North America, Inc.

（ニューヨーク、バラキンウィッド）
□ TMNA Services, LLC

（ニューヨーク、バラキンウィッド）

カナダ ■ トロント、バンクーバー
◆ Northbridge Financial Corporation

(トロント、バンクーバー )

バミューダ □ Tokio Millennium Re Ltd. [TMR]
(ハミルトン)

中南米
メキシコ ■ メキシコシティ

□ Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. 
de C.V. (メキシコシティ、ティファナ、モンテレ
イ、グアダラハラ)

ブラジル ■ サンパウロ
□ Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. 
□ Tokio Marine Seguradora S.A. 

(サンパウロ、他44都市)

パラグアイ □ La Rural S.A. de Seguros 
(アスンシオン、他5都市)

欧州・アフリカ・中東
イギリス ■ ロンドン

□ Tokio Marine Europe Insurance Limited 
[TMEI] 
(ロンドン、管下にマンチェスター、バーミンガム)

□ Tokio Marine Europe Limited 
(ロンドン)

□ TM Claims Service Europe Ltd. ［TMCSE］
(ロンドン)

□ Tokio Millennium Re (UK) Limited
(ロンドン)

□ Kiln Group
(ロンドン、他4都市および8の国・地域、12都市)

フランス ■ パリ
○ TMEI社 パリ （管下にリヨン、ボルドー、ストラスブール、

ナント）
○ TMCSE社 パリ

ドイツ ■ デュッセルドルフ
○ TMEI社 デュッセルドルフ
◇ TMEI社 Burmester, Duncker & Joly (ハンブルク)

オランダ ■ アムステルダム
◇ TMEI社 Delta Lloyd Schadeverzekering 

Volmachtbedrijf B.V. (アムステルダム)
○ TMCSE社 アムステルダム

ベルギー ■ ブラッセル
○ TMEI社 ブラッセル
○ TMCSE社 ブラッセル

イタリア ■ ミラノ
◇ TMEI社 Allianz S.p.A. (ミラノ)

スペイン ■ バルセロナ
○ TMEI社 バルセロナ（管下にマドリッド）

スイス ○ TMR社 チューリヒ

アイルランド □ Tokio Marine Global Re Limited [TMGRe] 
(ダブリン)

ノルウェー ◇ TMEI社 Citius Insurance AS (オスロ)

デンマーク ◇ TMEI社 RiskPoint A/S (コペンハーゲン)

ロシア ■ モスクワ

エジプト ■ カイロ
□ Nile General Takaful Company （カイロ）
□ Nile Family Takaful Company （カイロ）

■　東京海上日動の駐在員事務所設置都市/駐在員派遣都市
●　東京海上日動の支社・支店
◆　東京海上日動の代理店
□　現地法人・出資会社
○　現地法人・出資会社の支社・支店
◇　現地法人・出資会社の代理店

海外ネットワーク Worldwide Network （平成24年3月31日現在）
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アラブ首長国連邦 ■ ドバイ
□ Tokio Marine Middle East Limited 

(ドバイ)
◆ Al-Futtaim Development Services Co. 

(Insurance BR)、Tokio Marine & Nichido 
Fire Insurance Co., Ltd. 
(ドバイ、アブダビ)

サウジアラビア ■ ジェッダ、リヤド、アルコバール
◆ Hussein Aoueini & Co., Ltd. 

(ジェッダ、リヤド、アルコバール)
□ Alinma Tokio Marine 設立予定

バハレーン □ The Arab-Eastern Insurance Company 
Limited E.C. (マナマ)

トルコ ■ イスタンブール
□ Allianz Sigorta A.S. (イスタンブール)

□ Allianz Hayat ve Emeklilik A.S. 
(イスタンブール)

アジア・大洋州
韓国 ■ ソウル

● ソウル

中国 ■ 北京、大連、成都、杭州
□ 東京海上日動火災保険（中国）有限公司

（上海、広州、蘇州）
□ 中盛国際保険経紀有限公司

（北京、他7都市）
□ 生命人寿保険股I有限公司

（深J、上海、他29都市）

香港 ■ 香港
□ 東京海上火災保険（香港）有限公司 （香港）

台湾 ■ 台北
□ 新安東京海上産物保険股I有限公司

（台北、他18都市）

フィリピン ■ マニラ
□ Malayan Insurance Co., Inc. 

(マニラ、他27都市)

ベトナム ■ ハノイ、ホーチミンシティ
□ Baoviet Tokio Marine Insurance Joint 

Venture Company  
(ハノイ、ホーチミンシティ )

タイ ■ バンコク
□ Tokio Marine Sri Muang Insurance Co., 

Ltd. (バンコク、他20都市)
□ Tokio Marine Life Insurance 

(Thailand) Public Company Limited 
(バンコク)

マレーシア ■ クアラルンプール
□ Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad 

(クアラルンプール、他24都市)
□ Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd.

(クアラルンプール、他15都市)
○ TMGRe社 ラブアン

シンガポール ■ シンガポール
□ Tokio Marine Asia Pte. Ltd. 

(シンガポール)
□ Tokio Marine Insurance Singapore Ltd. 

[TMiS] 
(シンガポール)

□ Tokio Marine Life Insurance Singapore Ltd. 
[TMLS] (シンガポール)

□ Tokio Marine Retakaful Pte. Ltd. 
(シンガポール)

□ TM Claims Service Asia Pte. Ltd. 
(シンガポール)

ブルネイ ○ TMiS社 バンダルスリブガワン
○ TMLS社 バンダルスリブガワン

インドネシア ■ ジャカルタ
□ P.T. Asuransi Tokio Marine Indonesia 

(ジャカルタ、他8都市)

インド ■ ニューデリー、ムンバイ、チェンナイ
□ IFFCO-TOKIO General Insurance Co. Ltd. 

(ニューデリー、他142都市)
□ Edelweiss Tokio Life Insurance Company 

Limited
（ムンバイ、他20都市）

ミャンマー ■ ヤンゴン

オーストラリア ■ シドニー、メルボルン
□ Tokio Marine Management (Australasia) 

Pty. Ltd. (シドニー、メルボルン)
○ TMR社 シドニー

ニュージーランド◆ IAG New Zealand Insurance Limited 
(オークランド)

グァム ■ グァム
□ Tokio Marine Pacific Insurance Limited 

[TMPI] (グァム)
◇ TMPI社 Nanbo Guam, Ltd. (グァム)
◇ TMPI社 Calvo’s Insurance Underwriters, Inc. 

(グァム)

北マリアナ諸島 ◇ TMPI社 Pacifica Insurance Underwriters, Inc. 
(サイパン)

◇ TMPI社 Calvo’s Insurance Underwriters (CNMI), 
Inc. (サイパン)

* 2012年5月に米国のDelphi Financial Group, Inc. の買収を完了しました。
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