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永野 毅
取締役会長

重要な兼職の状況
セイコーホールディングス株式会社取締役（社外取締役）

略歴
1975年4月東京海上火災保
険株式会社入社。主に国内外
の保険営業や経営企画、商品
企画業務に従事した後、同社
および当社の取締役社長およ
び取締役会長を歴任。2019年6月より現職。

小宮 暁
取締役社長（代表取締役）

重要な兼職の状況
東京海上日動火災保険株式会社取締役会長

略歴
1983年4月東京海上火災保
険株式会社入社。主に国内
保険営業や人事企画、営業
企画業務、グループ会社経営
に従事した後、当社の業務執
行役員として海外保険事業を総括し、現在はグルー
プCEOとして東京海上グループ全体の経営を指揮。
2019年6月より現職。

湯浅 隆行
取締役副社長（代表取締役）

重要な兼職の状況
東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長

略歴
1981年4月東京海上火災保
険株式会社入社。経営企画、
財務、経理業務や国内生損保
事業に従事した後、同社およ
び当社の業務執行役員として
リスク管理を総括し、現在は当社の取締役副社長とし
てグループの資本政策を総括。2019年4月より現職。

片野坂 真哉
取締役（社外取締役）

重要な兼職の状況
ANAホールディングス株式会社代表取締役社長／全
日本空輸株式会社取締役会長／一般社団法人日本経
済団体連合会副会長 

選任理由等
長年の企業経営を通じて培わ
れた経営の専門家としての同
氏の見識に基づき、当社取締
役会に貴重な提言を行うと共
に、適切な監督機能を果たす
ことを期待するため。2020年6月より現職。

森 正三
常勤監査役

選任理由等
東京海上火災保険株式会社入
社以来、主に国内保険営業や
商品企画業務に従事した後、
当社の業務執行役員としてグ
ループの保険引受・保有政策
を総括する等の豊富な経験と実績を活かして、適切
な監査機能を果たすことを期待するため。2018年6
月より現職。

藤田 裕一
常勤監査役

選任理由等
1980年4月東京海上火災保
険株式会社入社以来、主に経
理業務に従事した後、同社お
よび当社の業務執行役員とし
て経理、財務企画を担当し、
当社の専務取締役としてグループの資産運用を総括
する等の豊富な経験と実績を活かして、適切な監査
機能を果たすことを期待するため。2020年6月より
現職。

原島 朗
専務取締役（代表取締役）

重要な兼職の状況
東京海上日動火災保険株式会社専務取締役

略歴
1984年4月東京海上火災保
険株式会社入社。主に海外保
険事業や経営企画業務に従事
した後、当社の業務執行役員
として米州やアジア等の海外
保険事業を担当し、現在は当社の専務取締役として
海外保険事業を総括。2019年6月より現職。

半田 禎
専務取締役

重要な兼職の状況
東京海上日動火災保険株式会社専務取締役

略歴
1984年4月東京海上火災保
険株式会社入社。主に国内保
険営業や商品開発、経営企画
業務に従事した後、現在は当
社の専務取締役としてグルー
プの事業戦略、シナジー実現への取り組みを総括。
2020年6月より現職。

岡田 健司
常務取締役

重要な兼職の状況
東京海上日動火災保険株式会社常務取締役

略歴
1986年4月東京海上火災保
険株式会社入社。主に財務企
画、経営企画業務や海外保険
事業に従事した後、現在は当
社の常務取締役としてグルー
プの法務コンプライアンスおよびリスク管理を総括。
2019年6月より現職。

堀井 昭成
監査役（社外監査役）

重要な兼職の状況
一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所理事・
特別顧問 

選任理由等
長年の日本銀行の役職員とし
ての経験を通じて培われた同
氏の見識に基づき、適切な監
査機能を果たすことを期待す
るため。2011年6月より現職。

和仁 亮裕
監査役（社外監査役）

重要な兼職の状況
弁護士 

選任理由等
長年の弁護士としての経験を
通じて培われた企業法務に関
する同氏の見識に基づき、適
切な監査機能を果たすことを
期待するため。2014年6月よ
り現職。

大槻 奈那
監査役（社外監査役）

重要な兼職の状況
マネックス証券株式会社執行役員チーフ・アナリスト
／名古屋商科大学大学院マネジメント研究科教授／
株式会社クレディセゾン取締役（社外取締役） 

選任理由等
長年の金融機関におけるアナ
リストとしての経験を通じて培
われた企業経営に関する同氏
の見識に基づき、適切な監査
機能を果たすことを期待する
ため。2018年6月より現職。

遠藤 良成
常務取締役

重要な兼職の状況
東京海上日動火災保険株式会社常務取締役

略歴
1987年4月東京海上火災保
険株式会社入社。主に経理業
務や国内生保事業に従事した
後、同社および当社の執行役
員財務企画部長としてグループ
の財務企画を指揮し、現在は当社の常務取締役として
グループの資産運用を総括。2020年6月より現職。

広瀬 伸一
取締役

重要な兼職の状況
東京海上日動火災保険株式会社取締役社長

略歴
1982年4月東京海上火災保
険株式会社入社。主に商品企
画、営業企画業務や国内生損
保事業に従事した後、東京海
上日動あんしん生命保険株式
会社の取締役社長および当社海外保険事業の担当業
務執行役員を経て、現在は東京海上日動火災保険株
式会社の取締役社長として同社の経営を指揮。2019
年6月より現職。

三村 明夫
取締役（社外取締役）

重要な兼職の状況
日本製鉄株式会社社友名誉会長／日本郵政株式会社
取締役（社外取締役）／株式会社日本政策投資銀行
取締役（社外取締役）／株式会社日清製粉グループ
本社取締役（社外取締役）／日本商工会議所会頭／
東京商工会議所会頭 

選任理由等
長年の企業経営を通じて培わ
れた経営の専門家としての同
氏の見識に基づき、当社取締
役会に貴重な提言を行うと共
に、適切な監督機能を果たす
ことを期待するため。2010年6月より現職。

江川 雅子
取締役（社外取締役）

重要な兼職の状況
一橋大学大学院経営管理研究科特任教授／三井不動
産株式会社取締役（社外取締役）

選任理由等
長年の金融機関での実務経
験、コーポレートガバナンスに
関する研究活動および国立大
学法人東京大学における役員
としての経験を通じて培われ
た企業経営等に関する同氏の見識に基づき、当社取
締役会に貴重な提言を行うと共に、適切な監督機能
を果たすことを期待するため。2015年6月より現職。

御立 尚資
取締役（社外取締役）

重要な兼職の状況
ボストンコンサルティンググループシニア･アドバイ
ザー／楽天株式会社取締役（社外取締役）／ DMG
森精機株式会社取締役（社外取締役）／ユニ･チャー
ム株式会社取締役 (社外取締役 ) 

選任理由等
長年のコンサルティング会社
での実務経験や企業経営を
通じて培われた経営の専門家
としての同氏の見識に基づき、
当社取締役会に貴重な提言を
行うと共に、適切な監督機能を果たすことを期待する
ため。2017年6月より現職。

遠藤 信博
取締役（社外取締役）

重要な兼職の状況
日本電気株式会社取締役会長／大日本住友製薬株式
会社取締役（社外取締役）／株式会社日本取引所グ
ループ取締役（社外取締役）／公益社団法人経済同
友会副代表幹事

選任理由等
長年の企業経営を通じて培わ
れた経営の専門家としての同
氏の見識に基づき、当社取締
役会に貴重な提言を行うと共
に、適切な監督機能を果たす
ことを期待するため。2019年6月より現職。

取締役のプロフィール 監査役のプロフィール

取締役・監査役のスキル・経験

氏名 地位
および主な担当

スキル・経験

企業経営 金融経済 財務会計
ファイナンス

法務
コンプライ
アンス

人事労務
ガバナンス
リスク

マネジメント
テクノロジー 国際性 保険事業

永野 毅 取締役会長 ○ ○ ○ ○

小宮 暁 取締役社長 ○ ○ ○ ○ ○

湯浅 隆行 取締役副社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○

原島 朗 専務取締役 ○ ○ ○

半田 禎 専務取締役 ○ ○ ○

岡田 健司 常務取締役 ○ ○ ○ ○ ○

遠藤 良成 常務取締役 ○ ○ ○ ○

広瀬 伸一 取締役 ○ ○ ○ ○

三村 明夫 社外取締役 ○ ○ ○ ○

江川 雅子 社外取締役 ○ ○ ○ ○

御立 尚資 社外取締役 ○ ○ ○ ○ ○ ○

遠藤 信博 社外取締役 ○ ○ ○ ○

片野坂 真哉 社外取締役 ○ ○ ○ ○ ○

森 正三 常勤監査役 ○ ○

藤田 裕一 常勤監査役 ○ ○ ○ ○ ○

堀井 昭成 社外監査役 ○ ○ ○ ○

和仁 亮裕 社外監査役 ○ ○ ○ ○ ○

大槻 奈那 社外監査役 ○ ○ ○ ○
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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス強化に向けた取り組みの変遷

海外トップの共同グループ総括への起用

機能別グローバル委員会など

基本的な考え方

当社は、「東京海上グループ経営理念」を定め、お客様、
株主、社員、社会など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、持株会社としてグループ会社を適切に統治す
ることが重要であると認識しており、「東京海上ホールデ
ィングス コーポレートガバナンス基本方針」を策定してい
ます。
この中で、株主の権利・平等性の確保や取締役会などの責
務について定めています。

バランスの取れたメンバー構成

各会とも、多様な分野の知見、専門性を備えたバランスの取れたメンバー構成となっています。

多様な人材の経営への参画

機能別グローバル委員会などは、国際性やダイバーシティなどのスキルを持った多様な人材が参加し、自由闊達な論議を通じ
て、グループ経営課題の解決に繋げています。

コーポレートガバナンス体制

当社のコーポレートガバナンス体制は、監査役会設置会社
をベースに任意の指名委員会・報酬委員会を設置するハ
イブリッド型の機関設計としています。当社は、保険持株
会社として、重要な業務執行の決定を取締役会で行って
おり、社外取締役や社外監査役の知見を活用することで、
質の高い意思決定を行っていること、取締役会で議決権を
有しない監査役が中立で客観的な監査を行っていること、
および指名委員会・報酬委員会の審議に基づき役員の指
名・報酬を決定しており、決定過程の透明性を確保してい
ることから、こうした体制が現時点では最適と判断してい
ます。

監査

株主総会

指名委員会取締役会（取締役）

経営会議

企画・管理部門

報告

会計監査

答申

（子会社等）

連携

内部監査

内部監査

会計監査
相当性の判断

答申
選任・解任選任・解任選任・解任

連携執行部門

監査役（監査役会）

内部統制委員会

報酬委員会
内部監査部門

会
計
監
査
人

2002年度 2004年度 2005年度 2011年度 2013年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

機関設計等

メ
ン
バ
ー

社外
取締役

外国人
執行役員

社外監査役

方針

報酬

4月
監査役会設置会社として、
ミレア（現東京海上）
ホールディングス設立

7月
任意の指名
委員会・報酬
委員会を設置

11月
取締役会の実効性評価（取締役・監査役全員を対象としたアンケート）を開始

3名 6月
4名

6月
取締役会におけ
る社外取締役
の割合が1/3に

2名 3名（2005年度に減員あり）

6月
初の外国人執行役員就任

8月
4名

6月
6名

4月
5名

4月
6名

6月
5名

7月
株式報酬型ストックオプションの導入

7月
同左

7月
一部役員に対する業績連動報酬の割合引上げ

4月
ミレアグループ経営理念を
策定

5月
コーポレートガバナンス方針を策定

5月
名称をコーポレートガバナンス基本方針に
変更

11月
コーポレートガバナンス基本方
針の改訂（主な改訂点：当社
社長の選任要件・解任方針）

取締役会

社外役員の数

5/13人

取締役会の更なる活性化とガバナンス向上を図るため、
2019年6月から社外取締役比率を1/3に高めています。

監査役会

社外役員の数

3/5人
株主の負託を受けた独立の機関として、取締役の職務執
行を監査し、過半数を社外監査役としています。

指名委員会

社外役員の数

5/7人
指名委員会・報酬委員会共に、過半数を社外委員とすると共に、委員長も社外委員から選出しています。

報酬委員会

社外役員の数

5/6人

Donald Sherman
共同グループ CIO
（共同グループ資産運用総括）
Delphi Financial Group CEO

Christopher Williams
Co-Head of International Business
共同グループ CRSO
（共同グループ保険引受・保有政策総括）

ERM 保有・
再保険戦略

海外保険 資産運用

デジタル IT

Enterprise Risk Management 
Committee

Global Retention Strategy
Committee

International Executive 
Committee

Global Investment Strategy
Committee

Digital Round
Table

Global Information 
Technology Committee
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2019年度 東京海上グループのCSR/サステナビリティへの取り組みとSDGs、海外子会社経営者との意見交換、東京海上グループのデジタル戦略

2018年度 東京海上グループの国内生損保事業戦略、人事戦略の方向性、海外子会社経営者との意見交換、東京海上グループのデジタル戦略

2017年度
東京海上グループ次期中期経営計画、海外子会社経営者との意見交換、リスクベース経営（ERM）、グローバルマネジメントに向けた人材育成、
東京海上グループの事業戦略

実効性評価の方法
当社は、取締役会の更なる機能発揮に向け、毎年1回取締
役会の実効性評価を実施しています。具体的には、取締役
会に参加している全員の意見を反映した評価とすべく、取
締役および監査役の全員を対象に、取締役会の運営や機
能発揮の状況に関するアンケートを行い、その結果を取締
役会に報告しています。

当社は、会社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に向けた経営戦略を検討・策定するに際して、社外取締役や社外監
査役の知見を十分に活かしていきたいと考えています。そのために、取締役会において、直面する経営環境や経営課題などをテ
ーマにした論議を「戦略論議」と称し、実施しています。テーマは、取締役および監査役からのアンケートの回答や独立役員会
議で話題に上ったテーマを基に選定しています。

実効性評価の結果
取締役会においては、取締役および監査役が活発に発言
し、自由闊達で建設的な議論が行われており、取締役会の
機能発揮は概ね十分であると評価されています。一方で、
更なる改善に向けた意見もあり、個別に対応を検討してい
ます。主な意見や対策は、以下のとおりです。

氏名 在任期間 取締役会等への出席状況 取締役会等における発言その他の活動状況

三村明夫
（社外取締役）

９年
９か月

2019年度に開催した11回の取締役会
のうち10回に出席しました。

長年の企業経営を通じて培われた経営の専門家としての見識に基
づき、質問、提言等を行うことにより、監督機能を果たしています。

江川雅子
（社外取締役）

４年
９か月

2019年度に開催した11回の取締役会
の全てに出席しました。

長年の金融機関での実務経験、コーポレートガバナンスに関する研
究活動および国立大学法人東京大学における役員としての経験を
通じて培われた企業経営等に関する見識に基づき、質問、提言等を
行うことにより、監督機能を果たしています。

御立尚資
（社外取締役）

２年
９か月

2019年度に開催した11回の取締役会
の全てに出席しました。

長年のコンサルティング会社での実務経験や企業経営を通じて培
われた経営の専門家としての見識に基づき、質問、提言等を行うこと
により、監督機能を果たしています。

遠藤信博
（社外取締役） ９か月

同氏の取締役就任後、2019年度に開催
した９回の取締役会のうち８回に出席し
ました。

長年の企業経営を通じて培われた経営の専門家としての見識に基
づき、質問、提言等を行うことにより、監督機能を果たしています。

堀井昭成
（社外監査役）

８年
９か月

2019年度に開催した11回の取締役会
および11回の監査役会の全てに出席し
ました。

長年の日本銀行の役職員としての経験を通じて培われた見識に基
づき、質問、提言等を行うことにより、監査機能を果たしています。

和仁亮裕
（社外監査役）

５年
９か月

2019年度に開催した11回の取締役会
および11回の監査役会の全てに出席し
ました。

長年の弁護士としての経験を通じて培われた企業法務に関する見
識に基づき、質問、提言等を行うことにより、監査機能を果たしていま
す。

大槻奈那
（社外監査役）

1年
９か月

2019年度に開催した11回の取締役会
および11回の監査役会の全てに出席し
ました。

長年の金融機関におけるアナリストとしての経験を通じて培われた
企業経営に関する見識に基づき、質問、提言等を行うことにより、監
査機能を果たしています。

（注）1．在任期間には、2019年度末現在の在任期間を記載しています。
2． 取締役会等への出席状況および取締役会等における発言その他の活動状況には、社外監査役の監査役会への出席状況および監査役会における発言その他の活動状況についても記載しています。
3．2019年度に開催した11回の取締役会は全て定時取締役会です。また、2019年度に開催した11回の監査役会は全て定時監査役会です。

社外役員の主な活動状況 取締役会の実効性評価

社外役員の知見を活用

主な意見と対策

「戦略論議」のテーマ

意見①

論議時間の更なる確保に努めて
ほしい。

対策

議案の内容により、事前に資料を読むことで当日の説明を不要とするな
ど、時間の使い方を工夫しているが、これを一層進め、真に論議が必要な
議案に時間を確保できるよう努める。

意見②

社外役員が現場をより深く知ること
のできる機会（社員と直接対話する
機会を含む）を確保してほしい。

対策

社外役員に対して、既に実施している東京海上グループ合同部店長会議
への出席案内に加え、社内役員と従業員の意見交換会やその他のイベン
トについても案内を行い、オブザーブ参加の機会を増やす（2019年度は
社外役員による海外拠点の視察なども実施）。
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（左）アメリカ領サモア沖での過酷な洋上研修の様子
（右）船内の宿泊用ベッド

東日本大震災の被災地を訪問 リーダーシップについての対話の様子

取締役・監査役の報酬など

取締役および監査役の報酬額は以下のとおりです。

業績連動報酬は、取締役の業績向上に対するインセンティ
ブを強化することを目的として導入しており、「個人業
績」と「会社業績」に連動し、その成果への対価として金
銭で支給します（達成度に応じて0％から200％の範囲で
変動します）。

a.　 個人業績に基づく業績連動報酬は、期初に設定した 

課題の達成度に応じた係数に基づき決定します。

b.　 会社業績に基づく業績連動報酬は、原則として、以下
の業績評価指標の目標値に対する実績の達成度に応じ
た係数に基づき決定します。また、業績評価指標に
は、下記の他、期待ROR改善度もあります。

役員報酬の決定

方針

役員報酬の決定に関する方針は以下のとおりです。

•  役員報酬に対する「透明性」「公正性」「客観性」を 

確保する。

•  業績連動報酬の導入により、業績向上に対するインセン
ティブを強化する。

•  経営戦略に基づき定めた会社業績指標などに対する達
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る。

プロセス

当社は、取締役会の諮問機関として、5名の社外取締役を
含めた6名の委員（委員長は社外取締役）で構成される報
酬委員会を設置しています。報酬委員会は、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
なお、2019年度については、全ての委員が、開催した 

3回の報酬委員会の全てに出席しました。

取締役の報酬体系

取締役の報酬体系は、定額報酬、業績連動報酬、株式報酬
型ストックオプションで構成され、役位別の構成割合は、
次のとおりです。

役員報酬

指標項目 目標 実績

修正 ROE 10.4% 8.2%

修正純利益 4,000億円 2,867億円

（注） 修正ROEおよび修正純利益は、市場から見た透明性の向上などを
目的として、財務会計上の指標に一定の修正を加えて算出するグ
ループ全体の業績に係る経営指標です。

会社業績に基づく業績評価指標の2019年度の目標および実績

指名委員会の構成メンバー

社長の後継者候補の育成
指名委員会は、過半数を社外委員とすると共に、委員長も
社外委員から選出しています。本委員会は、社長の後継者
計画などについて審議すると共に、後継者候補の育成が計
画的に行われるよう、その運用について適切に監督してい
ます。

次世代経営人材の育成
取り巻く環境が大きく変化する中で、当社が持続的に成長
していくためには、M&Aなどを通じて獲得したグループ
全体の知恵やノウハウ、経験などを総動員することで、そ
の時々の課題に対峙し、解決していく必要があります。
そのためには、次の時代、その次の時代の経営を担うたく
ましい人材を数多く育成することで、グループ一体経営を
サステナブルなものにしていく取り組みは不可欠と認識し
ています。
そこで当社は、サクセッション・マネジメントのひとつと
して、グループのシニア層向けに、「Global Executive 

Program」を実施しています。過酷な状況の中で寝食を共
にすることで、参加者間で強固な信頼関係を構築すると同

サクセッションプラン

委員長： 三村　明夫（社外取締役）
委　員： 江川　雅子（社外取締役）

 御立　尚資（社外取締役）

 遠藤　信博（社外取締役）

 片野坂　真哉（社外取締役）

 永野　　毅（取締役会長）

 小宮　　暁（取締役社長）

東京海上ホールディングス コーポレートガバナンス基本方針（抜粋）

（指名委員会の役割）
第16条  当社は、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設

置する。
 2　 指名委員会は、次の事項を審議し、取締役会に対

して答申する。
 　 ① 当社社長ならびに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
 　 ② 当社社長ならびに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および
解任方針

 3　 指名委員会は、当社社長の後継者計画について審
議するとともに、後継者候補の育成が計画的に行
われるよう、その運用について適切に監督する。

（指名委員会の構成）
第17条 指名委員会は、5名程度の委員で構成する。
 2　 指名委員会は、原則として、委員の過半数を社外

委員とし、委員長は社外委員から選出する。

時に、グループ視点でのマインド醸成やグループ横断での
更なるシナジーの拡大に繋げています。
また、上記プログラムの他にも、主に海外ミドル層を対象
とし、東北の被災地訪問などを通じて保険の意義や ″Good 

Company″の意味を体感する「Middle  Global 

Leadership Development Program」や、国内の中堅・
若手リーダークラスを対象とし、新規事業を考案するプロ
セスを体感する「経営塾」、国内の若手リーダークラスを
対象とし、9ヵ月に亘るプログラムを通じてグローバルリ
ーダーシップを徹底的に鍛える「経営スクール」など、あ
らゆる階層で選抜型の研修を実施することで、グループ経
営のサステナビリティを高めています。

役位別の報酬構成割合

取締役会長

取締役社長

取締役副社長

上記以外

40 30 30

30 40 30

45 35 20

50 30 20

80 20社外取締役・
非常勤取締役

■定額報酬 ■業績連動報酬 ■株式報酬型ストックオプション
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（百万円）
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機能別チーフオフィサー制

基本的な考え方

当社は、開示の透明性や説明責任を担保しつつ、当社の情
報を適時、公平に、継続して提供することで資本市場から
の信頼を高め、企業価値向上の取り組みへの理解浸透や当
社に対する正しい評価の浸透に努めています。更に、経営
と株主・投資家との建設的な対話などを通じて、当社に対
する見方や資本市場の状況を適切に把握し、その意見や声
を、経営陣を含む社内へ幅広くフィードバックすることで
当社の企業価値の更なる向上に活かしています。

投資家との対話

機関投資家との対話

幅広く株主・投資家と対話するために、決算電話会議やIR

説明会だけでなく、国内での個別ミーティングや海外IRな
ども実施しており、2019年度は延べ723社との対話を実施
しました。
ニューヨークでは、海外の主要グループ会社のトップ達も
参加するSpecial Meetingを開催し、投資家が関心を持っ
ているテーマを中心に、丁寧かつ建設的な対話を実施しま
した。参加投資家からは、「M&AやPMIに対する考え方
や取り組みを、海外トップから聞くことができて、東京海

上ホールディングスに対
する自信が深まった」
「トップマネジメント同
士が非常に良い関係で、
グループ一体経営が順調
に進んでいる実感が持て
た」などの評価をいただ
きました。

個人投資家との対話

グループCEOが登壇する説明会に加えて、グループCFO

や副CFO、IR部門が実施する説明会を、2019年度は合計

8回開催しました。個人投
資家の関心が高い「グル
ープ経営戦略」や「株主
還元」などについてもわ
かりやすく解説していま
す。

フィードバック

当社は、株主・投資家の皆様との対話を通じて得られた意
見を、経営陣を含む社内に幅広く報告し、経営の改善に活
かす取り組みにも力を入れています。また、こうした取り
組みを通じて、社員がIR活動を身近に感じることで、日々
の業務の改善にも繋がっています。

ガバナンスの要諦

当社のガバナンスの要諦は「多様性の推進」と「コア・アイデンティティの浸透」にあると考えています。

多様性の推進

当社は、海外M&Aなどを通じて獲得した、多様性あふれ
る優秀な人材を、共同グループ総括やグローバル委員会、
各専門分野のリーダーに起用する、つまりグローバルな知
見を横展開する、或いはグループ全体の戦略・政策に取り
込むことで、グループ経営に活かしています。それがグル
ープの戦略ないし政策をより強く、かつ変化に柔軟に対応
できるものにすると考えています。

コア・アイデンティティの浸透

多様性が進むほど、多様な人材をひとつのチームとして結
び付けるコア・アイデンティティが重要となります。当社
は元々、「事業を通じて世の中を良くしていきたい」とい
う、カルチャーの合う会社を買収していますが、グループ
共通のカルチャー ″To Be a Good Company″を更に浸
透すべく、マジメな話を気楽にする「マジきら会」など、
様々な取り組みを世界中で行っています。

機能別チーフオフィサー制、委員会など

当社は、機能別チーフオフィサー制、委員会などを通じて、グローバルな専門性・知見を活用し、グループの経営課題を解決し
ています。また、グループCCOを中心にグループカルチャーの浸透に向けた取り組みも推進しています。なお、こうした取り組
みはグループシナジーとして、年間で約350億円の利益貢献にも繋がっています。

グループ一体経営を通じたガバナンスの強化 株主・投資家との対話

経営体制のグローバル化・強化

グループ総合力の発揮

●国内外横断のシナジー創出や
ベストプラクティスの共有

●グループ横断の課題をグループの
知見を結集し解決

●海外人材のグループ経営への参加

●グループ経営にフォーカス
●グループカルチャーの浸透に向けた取り組み

機能別グローバル委員会など
国内外のトップマネジメントが

グループの様々な経営課題を議論

ERM Enterprise Risk Management 
Committee

海外保険 International Executive
Committee

デジタル Digital Round Table

保有・
再保険戦略

Global Retention Strategy
Committee

資産運用 Global Investment Strategy
Committee

IT Global Information Technology
Committee

グループCEO/CCO
Executive/Culture

グループチーフオフィサー
CFO Financial

CSSO Strategy and Synergy

CDO Digital

CRSO Retention Strategy

Co-CRSO Retention Strategy

CIO Investment

Co-CIO Investment

CHRO Human Resources

CWO Wellness

CRO Risk

CLCO Legal and Compliance

CITO Information Technology

CISO Information Security

小宮 暁

湯浅 隆行
半田 禎
岡田 誠
川口 伸吾
Christopher  Williams

遠藤 良成
Donald Sherman

北澤 健一
北澤 健一
岡田 健司
岡田 健司
原田 晋
原田 晋

金融・
一般事業

国内損保
事業

国内生保
事業

海外保険
事業

Special Meetingの風景@ニューヨーク

小宮グループCEOによる
個人投資家説明会

IRグループメンバーによる投資家との面談を再現した
ロールプレイングの風景

投資家側 会社側
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議案の決議結果

議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果

第１号議案 5,880,914 1,216 107 99.92 可決

第２号議案

　永野　毅 5,646,430 119,713 116,111 95.94 可決

　小宮　暁 5,688,360 77,780 116,111 96.65 可決

　湯浅　隆行 5,655,540 144,404 82,310 96.09 可決

　原島　朗 5,664,567 135,377 82,310 96.25 可決

　岡田　健司 5,664,401 135,543 82,310 96.24 可決

　広瀬　伸一 5,664,534 135,410 82,310 96.25 可決

　三村　明夫 5,459,291 365,369 57,588 92.76 可決

　江川　雅子 5,877,656 4,498 107 99.87 可決

　御立　尚資 5,852,530 29,624 107 99.44 可決

　遠藤　信博 5,860,869 21,286 107 99.58 可決

　片野坂　真哉 5,464,783 359,878 57,588 92.85 可決

　半田　禎 5,650,311 149,633 82,310 96.00 可決

　遠藤　良成 5,650,246 149,698 82,310 96.00 可決

第３号議案 5,781,219 85,524 15,594 98.23 可決

保有政策株式簿価の推移＊

決議事項の内容

対話についての考え方

投資先企業との対話事例

グループCEOによるプレゼンテーション
当社事業への理解を深めていただくために、例年、グループ

CEOによる経営戦略などに関するプレゼンテーションを実施し
ています。第18回定時株主総会では、「東京海上グループの経
営戦略」というテーマで、業績トピックスや当社の事業目的と目
的達成のための取り組み、将来のグループ像についてわかりや
すくお伝えしました。

議決権行使結果
第18回定時株主総会の決議事項および議決権行使結果は以下のとおりです。

第1号議案　剰余金の処分の件
　期末配当　当社普通株式1株につき金95円　　配当総額　66,297,684,675円
第2号議案　取締役13名選任の件
　取締役として、永野 毅、小宮 暁、湯浅 隆行、原島 朗、岡田 健司、広瀬 伸一、三村 明夫、江川 雅子、御立 尚資、
　遠藤 信博、片野坂 真哉、半田 禎および遠藤 良成の13氏を選任するもの。
第3号議案　監査役1名選任の件
　監査役として、藤田 裕一氏を選任するもの。

株主総会

総量削減に向けた取り組み

政策株式は、主として取引関係の強化を図り、当社グルー
プの企業価値を高める目的で保有しますが、資本効率の向
上を図る観点から、引き続き総量の削減に努めています。
実際に、コーポレートガバナンス・コードが公表されるか
なり前から取り組みを開始しており、2002年度以降累計
で、2.2兆円を売却し（売却時における時価ベース）、簿
価は2002年3月末対比で36%にまで減少しました。現中
期経営計画においても、年間1,000億円以上の売却に取り
組む方針としています。
なお、政策保有する国内上場株式については、取締役会で
保有に伴うリスク・リターンを、ポートフォリオ全体およ
び個別に検証し、保有の経済合理性を確認しています。

政策株式の削減

スチュワードシップ・コードに
基づく対話

年間を通じて「保有時価が特に大きい企業との対話」、
「保有時価、財務状況などを踏まえた対話」を実施すると
共に、投資先企業の株主総会議案を精査する過程におい
て、「議決権行使基準に基づく対話」を実施し、対話に基
づいた議決権行使を行っています。

＊：2002.3末を100とした場合

その他の対話事例や議決権行使結果は、
スチュワードシップ活動の概況をご参照ください。
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/about/policy/
stewardship.html

100
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①保有時価が特に大きい
　企業との対話

保有時価

市場および当社の資産価値に与える
影響を踏まえ、対話を行います。

②保有時価、財務状況などを
　踏まえた対話

保有時価上位企業の財務状況など
を勘案し、対話先を決定します。

③議決権行使基準に基づく対話

全ての上場企業の株主総会議案に対
して、当社の議決権行使基準に照らし、
必要がある場合は対話を行います。

対話内容

競争激化や新しい環境規制の導入で、将来的なコス
ト増加が懸念される企業に対して、収益性の改善に
向けた対応策について確認しました。

対話先企業の対応

収益性が低い事業の売却や取引関係の見直しを行
い、「選択と集中」を進めることで、コスト削減と利
益の拡大を追求していくとの回答を得ました。
その後、収益性改善に向けた構造改革を進めていく
ことが発表されました。
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内部統制システム

コンプライアンス

当社は、「東京海上グループ コンプライアンスに関する基
本方針」および「東京海上グループ コンプライアンス行
動規範」を定め、これに沿ってグループ全体のコンプライ
アンス態勢を整備しています。また、グループ内の徹底状
況を定期的にモニタリングするほか、グループ会社からコ
ンプライアンスに関する重要事項について報告を受け、取
締役会や経営会議、内部統制委員会などで審議すると共
に、必要に応じてグループ会社を指導・支援するなど、グ
ループ全体としての態勢を構築しています。

コンプライアンス態勢

基本的な考え方

当社は、「内部統制基本方針」を定め、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、内部監査など
を含むグループ全体の内部統制システムを整備しています。また、態勢整備・運用状況のモニタリングを行い、その結果を内部
統制委員会で審議し、取締役会において審議内容を確認しています。更に、モニタリングの結果を踏まえて、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。なお、監査役監査の実効性確保に向けて、内部監査部門は監査役と緊密な連
携を保っています。

内部統制システム

東京海上ホールディングス

取締役会

経営会議

内部統制委員会

内部統制担当役員

連携

報告

内部監査

連携
内部統制監査
会計監査

会計監査
相当性の判断

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

P

A D

C

P

A D

C

P

A D

C

P

A D

C

P

A D

C

P 計画

D 実施

C 評価

A 改善

コンプライ
アンス 顧客保護

情報
セキュリティ
管理

反社会的
勢力等への
対応

リスク管理 内部監査 監査役監査

会計監査人

内部監査部門 各部門

内部統制基本方針

管理、指導、調整、モニタリング、報告等

グループ会社

監査役会

監査

監査

監査役室

情報セキュリティ管理

当社は、個人情報や機密情報など（以下「情報資産」）の
重要性に鑑み、東京海上グループの業務の適切性および
信頼性を確保するために、「東京海上グループ 情報セキ
ュリティに関する基本方針」を定め、東京海上グループ各
社の業態、規模、所在地などに応じた適切な方法で情報セ
キュリティ管理を実施しています。
東京海上グループ各社は、「東京海上グループ 情報セキ
ュリティ管理に関する基本方針」に基づき、情報セキュリ
ティ管理を統括する部署の設置や方針・規定などの策定を
行っています。また、情報漏えい・消失・不正利用などの
各種情報漏えいリスクから情報資産を守り、その情報資産
の機密性を確保し、必要な時に利用することができるよう

に管理しています。なお、当社は、グループ会社に対して
情報セキュリティ管理について定期的にモニタリングを実
施し、必要な態勢整備や情報提供を行っています。

危機管理態勢

東京海上グループは、緊急事態に際して被る経済的損失な
どを極小化し、迅速に通常業務へ復旧するため、危機管理
態勢を整備しています。
当社は、「東京海上グループ 危機管理に関する基本方
針」およびそれに基づく「東京海上グループ 危機管理マ
ニュアル」を策定し、グループ会社が自らの役割を遂行す
るために必要な危機管理態勢を定めています。
グループ会社では、これらグループ全体の方針などに沿っ
て危機管理方針などを制定し、危機管理を統括する部署の
設置や緊急事態の判定手続き、指揮命令系統の確保など、
危機管理態勢の整備を行っています。危機管理の統括部署
は平時における危機管理態勢を整備する他、緊急事態発生
時における当社への報告を含めた対応の事務局の役割を
担うことになっています。
緊急事態となりうる事態が発生した際には、グループ会社
での緊急事態の判定に加えて、必要に応じて当社がグルー
プとしての緊急事態の判定を行うことで、グループ会社へ
の指示やグループとしての必要な対応を行える態勢として
います。

社内外の監査など

社内の監査には、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。
また、社外の監査として、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

PwCあらた有限責任監査法人より受けています。
この他、保険業法に基づき、金融庁による当社に対する検
査を受けることがあります。

法務コンプライアンス部・各事業部

東京海上ホールディングス

監査役（監査役会） 取締役会

内部統制委員会 経営会議

監査役（監査役会） 取締役会

コンプライアンス委員会等（各社の実態に応じた組織）

コンプライアンス統括部署

グループ会社
基本方針の提示、

指導・管理・モニタリング 報告等
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取締役会の実効性

実効性の更なる向上に向けて
コミュニケーション機会の充実を

                                                                         

―取締役会の実効性についてどのように評価されてい
ますか？
江川　取締役会では毎回、自由闊達に議論が交わされて
おり、密度の濃い充実した会議となっています。また、
社外取締役だけでなく社外監査役の方々も積極的に発言
されています。一つひとつの議案に関し、それぞれ立場
や専門領域が異なるメンバーによって多様な観点から議
論ができているのが非常に優れた点だと思います。
和仁　監査役に就任して今年で7年目になりますが、取
締役会のメンバーは皆しっかりと自らの意見を主張され

る方ばかりなので、これまで議論が停滞して意見が出て
こないといったことはなかったですね。それぞれが、取
締役・監査役という役割を踏まえてコメントしておられ
ます。また、議長も要所要所で適切に意見を整理し、議
論を活性化させています。
江川　それに加え、事務局が会議資料のまとめ方につい
て工夫を凝らし、分かりやすい資料を提供してくださるの
で、重要な論点にフォーカスして議論を進められるのも
良い点だと思います。また、M&Aなどの重要議案につい
ては、早期の段階から複数回の議論を重ねるようになっ
ており、これも審議の実効性を高めていると思います。
遠藤　取締役会の実効性を担保するには、まず適切な議
案選定が重要になります。次に、適切なタイミングでそ
れらを討議することが必要です。更に、資料作成やブ
リーフィングといったPreparationも欠かせません。江
川さんも指摘されたように、当社は、そのいずれの点に
おいても大変充実していると感じています。

社会課題の解決に貢献する
グローバルなGood Companyへ
当社グループの経営の透明性・健全性の維持・向上を支える社外役員の3名にお集まりいただき、
ガバナンスの実効性や中長期の成長に向けた経営の方向性などについて意見を伺いました。

江川　報酬委員会では、年度の初めにグループCEOが
年間の方針や目標などを詳しく説明し、そして年度が終
わった時に、成果や活動内容をしっかりと総括します。
経営者のこういった姿勢も当社グループのガバナンスの
実効性に繋がっているのではないかと感じました。
和仁　本当にそう思いますよ。当社の取締役会のメン
バーは、社内・社外、取締役・監査役の区別なく、会社
に対するコミットメントが非常に強い。東京海上という
同じ船に乗り、カルチャーを共有しながらも、かといっ
て馴れ合うわけではなく、それぞれが我がこと感を持っ
て、それぞれの役割をきちんと果たそうとしていると思
います。

―更に実効性を高めていくための課題は何でしょう
か？
江川　取締役会において深く掘り下げた議論をしていく
ためには、会社の実態をしっかり理解することが大切で
す。私自身、社外取締役に就任して以来、営業会議に出
席したり、インターナショナル・エグゼクティブ・コ
ミッティに臨席し、各国のグループ会社トップと意見交
換したりする機会を通じて、当社グループについて理解
を深めることができました。今後もこうした機会を更に
充実させていければと思います。
遠藤　当社の取締役会では「戦略論議」と称して、グ
ループの持続的な成長や中長期的な企業価値向上に向け
た経営戦略についてディスカッションしています。例え
ば、2019年度は、「東京海上グループのCSR／サステナ
ビリティへの取り組みとSDGs」や「海外子会社経営者と
の意見交換」、「東京海上グループのデジタル戦略」など
について議論をしましたが、テーマによっては、担当の執

行役員が議論に参加して、取り組みの内容を詳しく説明し
ています。この「戦略論議」は、私たちの理解を深める
助けになっているわけですが、より現場に近い執行役員と
のコミュニケーション機会をもっと増やすことも、私たち
の事業理解を更に深めることに繋がると思います。

経営判断の適切さ

組織・人材のダイバーシティを促進し、
環境変化への対応力を強化 

                                                                         

―事業環境変化を踏まえた当社グループの経営判断を
どのように評価していますか？                                                                                                               

遠藤　グローバル保険グループとしてまず重要なのは、
事業環境が目まぐるしく変化する中でも、リスク分散と
成長機会獲得の両面から最適なポートフォリオを追求す
ることです。この点において当社グループはとてもしっ
かりと取り組みを進められていて、大したものだなと感
心しています。
江川　私は、投資銀行に在籍していた時代も含め、日本
企業のM&Aを数多く見てきました。買収には各社共非常
に熱心で一生懸命に取り組むのですが、日本の企業文化
の影響もあるのか、売却することには消極的であり、判断
が遅れてタイミングを逃してしまうケースも多数見られま
した。それに対して当社グループは、海外展開の先鋒と
なった再保険子会社の売却や、エジプト生保タカフル子
会社の株式一部売却など、事業環境の変化や今後の成長
戦略を踏まえた的確な判断を下していると思います。

社外取締役

遠藤 信博
社外取締役

江川 雅子
社外監査役

和仁 亮裕

ソロモン・ブラザーズ・インク
ニューヨーク本店、ハーバード・
ビジネス・スクール日本リサーチ・
センター長、国立大学法人東京
大学理事などを経て、2020年よ
り一橋大学大学院経営管理研究
科特任教授（現職）。2015年6月
より当社取締役に就任。

江川 雅子
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和仁　収益性の低い事業や成長性の乏しい領域について
は過去の経緯にとらわれず思い切って見直し、売却もた
めらわない。それによって限られた資源を将来性の高い
領域に投資していく──米国のPureグループの買収など
がその好例だと思います。取締役会などでPureグルー
プの事業の内容を詳しくご説明いただいて大変ユニーク
なビジネスモデルを持つ会社だと分かり、さすが目の付
け所が違うと感心しました。
江川　それからもうひとつ評価したいのは、リスクに対
する向き合い方です。例えば、国内で新型コロナウイル
スの感染が始まり、誰もがその対応で頭が一杯だった頃、
当社では、もし、この感染症と同時期に大規模地震が起
こったら、あるいは風水害などが起こったらと、ダブル、
トリプルの災害が発生した場合を考えた議論がすでに始
まっていました。常に最悪の事態を想定して事前にいろ
いろな対策を講じているのが素晴らしいと思います。

―課題があればお聞かせください。
江川　中期経営計画の重点課題でもある「グループ一体
経営」を一層強化していくためには、グループ各社から
優秀な人材を積極的に抜擢し、組織の枠を超えてより重
要なポジションで活躍できる環境を整えることが大切で
す。当社グループでは、M&Aでグループに加わった海
外子会社の経営陣から、現在2名を当社の専務執行役員、

1名を常務執行役員に登用しているのをはじめ、多くの
外国人に責任あるポジションを提供しています。こうし
たグローバルな人材の登用を今後も更に加速させていっ
て欲しいと思います。
和仁　東京海上グループがグローバルなGood 

Companyをめざす以上、国外・国内を問わず人材の多

様性、ダイバーシティ＆インクルージョンは欠かせませ
ん。江川さんからご指摘があったように、海外子会社を
含めたグループ人材を積極的に登用することは非常にう
まくいっていると思います。
江川　日本の会社の場合、どうしても人材が均質化しやす
い傾向がまだありますので、マネジメント層を含め多様な
人材をもっと積極的に起用して能力を活かしていくことが
重要だと思います。ひとつ例を挙げるとすれば、やはりデ
ジタルの世界。当社グループでは、すでに専門性の高い外
部人材の登用や社内人材の育成に関する取り組みを進めて
いますが、変化の激しい世界でデジタルトランスフォー
メーション（DX）を更に加速させていくためには、テクノ
ロジーに精通した人材を積極的に抜擢し、早い段階から将
来のマネジメント候補として育てていくことが必要です。
遠藤　社内人材の育成の観点では、外部との接点を増や
すことが有効です。デジタルの分野などは特にそうです
が、もはや自社や自部門だけで解決できる課題はない、
と言っても過言ではありません。東京海上グループの社
員の皆さんには、私たち社外役員も含めて、積極的に外
の知見を吸収していただきたいですね。

長期的な成長に向けて

将来の環境変化を見据え
商品・会社のあり方を見つめ直す

                                                                         

―今後の長期的な成長に向けて、どのような戦略が求
められるでしょうか？       

遠藤　世の中では最近、新型コロナウイルス感染症の蔓
延によって、Withコロナ、Afterコロナの世界がどうな
るのか、盛んに議論されています。また、ウイルス感染
症だけでなく、地球環境問題や気候変動、人口動態と
いったマクロレベルの変化があります。更にデジタルテ
クノロジーなどの技術革新も社会を大きく変えていくは
ずです。当社グループの中長期の経営戦略を議論するた
めには、まず、これらによって今後、お客様や地域社会
におけるリスクがどのように変わっていくかを考える必
要があります。
江川　ある領域ではリスクが減り、別の領域でリスクが
高まる。全く新しいリスクが生まれてくる可能性もあり
ます。例えば、運転支援・自動運転技術が進歩すれば交
通事故のリスクは低減しますが、その一方でシステムへ
の依存度が高まれば高まるだけ、故障した場合の影響は
大きくなりますし、ネットワークに繋がるシステムなら
サイバーセキュリティのリスクも高まります。
遠藤　私はこの自動運転やMaaS＊1などに加え、これか
らの5年、10年でロボットが家庭に普及する時代が来る
と考えています。すでにお掃除ロボットが普及していま
すが、その他の電気製品もネットワークに繋がり、AIで
自動制御される製品も登場しています。今後、一家に一
台、一人に一台ロボットがある暮らしが日常になったら、
サイバーセキュリティが極めて大きなリスクになるのは
間違いありません。
江川　当社グループでは、業界に先駆けて「サイバーリ
スク保険」を商品化していますが、この種のリスクは本
当に日々刻々と変化しますから、技術や社会の動向に常
に目を光らせて商品やサービスを改良し、新しい保険商
品を開発していく必要があります。

遠藤　保険商品や保険会社に求められる機能や役割その
ものも、これから大きく変化していくのではないでしょ
うか。例えば、医療保険は、万が一の病気や怪我を保障
する保険商品ですが、できれば病気や怪我をしない方が
お客様にとっても保険会社にとってもメリットが大きい
はずです。そのため当社グループでは、万が一の事態に
備えるだけでなく、お客様の健康増進をサポートする機
能を付加した医療保険「あるく保険」を開発しました。
同様に自動車保険でも、当社グループではドライブレ
コーダーを活用した事故防止支援サービスや安全運転診
断サービスなどを提供しています。これからは単に ″リ
スクに備える″だけでなく、リスクサーベイやロスプリベ
ンション＊2など ″リスクを低減する″機能を備えた保険が
高く評価される時代になるかもしれませんね。                                                                                

和仁　時には遠い将来の東京海上グループ像を考えるこ
とも重要だと思います。50年後、100年後に、私たちは
どのような社会課題に直面するのか。その課題解決に貢
献するために保険会社として何ができるのか。あるいは保
険会社という枠組みを超えた存在をめざすべきなのか。た
とえはっきり結論が出なくてもいいんです。その議論を
ベースにして更に議論を重ね、高い自負と優秀な人材を
持つ東京海上グループを将来どういった企業グループに
していくべきか、私たち社外役員も含めた東京海上グルー
プ一体で考えていくことがとても大事だと考えています。

―本日はお忙しい中、ありがとうございました。

＊1：  MaaS＝Mobility as a Service（サービスとしての移動）。ICTを活用して、
電車やバスなどの公共交通機関を含め、タクシー、カーシェア、レンタカー、
自転車シェアなど、様々な交通機関の検索や予約、支払いなどをワンストッ
プで可能にするサービス

＊2：  ロスプリベンション＝損害（ロス）を出さないために何をすべきかを、膨大な
データを統計的手法などで分析して提案するサービス

三井安田法律事務所、外国法
共同事業法律事務所リンクレー
ターズなどを経て、2014年より
モリソン・フォースター法律事務
所（外国法共同事業モリソン・
フォースター外国法事務弁護士
事務所）（現職）。2014年6月よ
り当社監査役に就任。

和仁 亮裕

日本電気株式会社で衛星通信
システムの開発などに従事し、
2003年にモバイルワイヤレス事
業部長、代表取締役執行役員社
長を経て、2019年より同社取締
役会長（現職）。2019年6月より
当社取締役に就任。

遠藤 信博
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リスクベース経営（ERM）

中期経営計画のERMフレームワーク

エマージングリスクの洗い出しと重要なリスクの特定プロセス

リスクベース経営（ERM*1）の
フレームワーク

当社グループでは、中期経営計画を推進していくための経
営基盤として「リスクベース経営（ERM）」に取り組んで
います。具体的には、「リスク」・「資本」・「利益」の関
係を常に意識し、リスク対比での「資本の十分性」や「高
い収益性」を実現することにより、企業価値の持続的な拡
大を図っていきます。
中期経営計画を、リスクベース経営（ERM）の観点で整
理したものが、下図のフレームワークです。事業構造改革
やグループシナジーの取り組みにより「持続的な利益成
長」を実現すると共に、生み出された利益・資本を、健全
性を維持しつつ更なるポートフォリオの分散や株主還元の
充実といった「資本の有効活用」に振り向け、それが更に
次の成長に繋がることをめざしています。

東京海上グループのERM態勢

当社グル－プを取り巻くリスクは、グローバルな事業展開
の進展や経営環境の変化などを受けて、一層多様化・複雑
化してきています。また、不透明感が強く、変化の激しい
昨今の政治・経済・社会情勢においては、新たなリスクの
発現を常に注視し適切に対応しなければなりません。
こうした観点から、当社ではリスク軽減・回避などを目的
とした従来型のリスク管理にとどまらず、リスクを定性・ 

定量の両面のアプローチから網羅的に把握しています。

定性的リスク管理

定性的リスク管理においては、環境変化などにより新たに
現れてくる「エマージングリスク」を含めたあらゆるリス
クを網羅的に把握して経営に報告する態勢としており、グ
ループを取り巻くリスクについて随時経営レベルで論議を
行っています。
こうして把握したリスクについて、経済的損失額や発生頻

事業計画をベースにした資本配分計画の決定・実行

定量的リスク管理

定性的リスク管理

資本・資金
十分性検証

リスク量実績
モニタリング

重要なリスクの
PDCA管理

リスク量の計測 ストレステスト

重要なリスクの
特定、評価

エマージングリスクの
洗い出し、特定

影響度、対応状況、リスクの高まりを踏まえ
スクリーニング

スクリーニング

「損害規模」×「頻度・蓋然性」のマトリックス
評価による特定

マトリックス評価による特定

エマージングリスク

グループの「エマージングリスク」

グループの「重要なリスク」

重要なリスク

環境変化などにより新たに現れてくるリスクであって、従来リスクとして認識されていなかったもの、
あるいは、リスクの程度が著しく高まったもの

財務の健全性、業務継続性などに
極めて大きな影響を及ぼすリスク

前年度のエマー
ジングリスクおよ
びその候補

各事業部、主要グ
ループ会社のエ
マージングリスク

新たに洗い出した
エマージングリス
クの候補

前年度のグループの
重要なリスク

グループのエマージングリスク
のうち影響度の大きなリスク

グループの「エマージングリスク」の候補

グループの「重要なリスク」の候補

*1：Enterprise Risk Management

度といった要素だけでなく、業務継続性やレピュテーショ
ンの要素も加えて総合的に評価を行い、グループ全体また
はグループ会社の財務の健全性、業務継続性などに極め
て大きな影響を及ぼすリスクを「重要なリスク」として特
定しています。
特定した重要なリスクについては、後述する定量的リスク
管理プロセスによる資本の十分性を検証すると共に、リス
ク発現前の制御策およびリスク発現後の対応策*2を策定
し、PDCA管理を行っています。
*2： リスク発現前の制御策としてマーケット環境や規制動向も踏まえたモニタリングやリスクの集積管理など

を、リスク発現後の対応策としてマニュアル（事業継続計画を含む）整備や模擬訓練などを実施してい
ます。

リスクベース経営
（ERM）

利益成長 株主還元の充実 健全性確保＋ ＋

利益の創出

戦略的資本配分

国内損害保険事業
●グループ中核事業として持続的成長
●新種保険の拡販によるポートフォリオ変革
国内生命保険事業
●グループの長期的利益に貢献する成長ドライバーとして、
経済価値ベースの企業価値を拡大

●保障性商品の拡大
海外保険事業
●グループの成長ドライバーとして、
高い内部成長の実現と新規事業投資の実行
グループ全体
●更なるシナジーの発揮
●事業費の適切なコントロール

持続的利益成長
成長に向けた投資
●分散の効いた新規事業投資
●将来の収益基盤構築に向けた先行投資
（新商品・新技術）
リスクの削減・コントロール
●政策株式の継続売却、自然災害リスクや金利リスクの
コントロール
株主還元
●株主配当水準の引き上げ
●機動的な自己株式取得などによる
適正資本水準への調整

資本の有効活用
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重要なリスク（2020年度） 主な想定シナリオ

国内外の経済危機、
金融・資本市場の混乱

●リーマンショック級の世界金融危機
●地政学リスクの顕在化による金融・資本市場の混乱

日本国債への信認毀損 ●日本政府の信用力低下による日本国債の暴落

巨大地震
●首都直下地震
●南海トラフなどの海溝型巨大地震

巨大風水災
●巨大台風や集中豪雨による大規模風水災
●同一年度に複数の巨大ハリケーンが北米東海岸に上陸

火山噴火
●  富士山の大規模噴火による多量の降灰 

（首都機能の麻痺）

パンデミック ●新たな感染症の蔓延による多数の死者

革新的新技術による
産業構造の転換

●  コネクティッドカー、自動運転、カーシェアリング、電気自動車（EV）などの進展によ
る産業構造の転換

●異業種の新規参入による当社営業基盤の侵食
●革新的新技術への対応遅れによる競争優位性喪失

サイバーリスク
●サイバー攻撃による社内システムや代理店システムでの障害発生
●顧客企業へのサイバー攻撃急増による保険引受集積リスクの発現

テロ・暴動 ●グループ会社の重要拠点近くでの大規模なテロや暴動の発生

コンダクトリスク*3 ●当社や業界慣行の世間との乖離（レピュテーション毀損）

法令・規制への抵触 ●  当社取引が国内外の法令・規制に抵触し、多額の課徴金や和解金の支払い

2020年度の重要なリスクと主な想定シナリオ

エコノミック・ソルベンシー・レシオ（ESR）の状況

定量的リスク管理

定量的リスク管理においては、格付の維持および倒産の防
止を目的として、保有しているリスク対比で資本が十分な
水準にあることを多角的に検証しています。
具体的には、リスクをAA格相当の信頼水準である

99.95%バリューアットリスク（VaR）で定量評価し、実
質純資産*4をリスク量で除したエコノミック・ソルベンシ
ー・レシオ（ESR）の水準により、資本の十分性を確認し
ています。99.95％VaRのリスク量とは、2000年に1回の
頻度で発生するリスクが顕在化した場合の損害額を意味し

ERM態勢強化に向けた取り組み

当社グループは多様化・複雑化するリスクに対応するた
め、ERM態勢の一層の強化に向けた取り組みを継続して
います。例えば、当社グループはグローバル委員会の1つ
として、グループCEOやCFO、CROをはじめとするC職
や海外グループ会社の経営人材が参加するERM委員会を
設置し、グループERMの戦略・方針に関する論議を重ね
ています。

ますが、国内外の多くの保険会社が99.5％VaR（200年に

1回）を採用する中、当社グループは、より厳格な基準で
リスク量の評価を行っています。
なお、当社グループのESRのターゲットレンジは150～

210%としていますが、2020年3月末時点におけるESRは

153%であり、資本が十分な水準にあることを確認してい
ます。
更に、定性的リスク管理において特定した「重要なリス
ク」のうち、経済的損失が極めて大きいリスクについては
ストレステストを実施することにより、事業継続の検証を
行い、資本の十分性および資金の流動性に問題がないこと
も確認しています。
*4： 実質純資産：財務会計上の連結純資産に、異常危険準備金、価格変動準備金などの資本性負債、

生保保有契約価値などを加算する一方、株主還元予定額やのれんなどを控除して算出します。

2019年度は当社グループとしてのERM態勢強化に向け
て、グループCROと海外主要拠点のCROとの対話を通じ
た拠点ERM態勢の高度化支援に加え、金利リスクの削減
や国内自然災害リスクに係わる保有・再保険の最適化に向
けた取り組みを行いました。更に、年度末の新型コロナウ
イルスの感染拡大に対応したストレステストも併せて実施
し、資本の十分性を確認しました。
そして、 ″To Be a Good Company″というグループのコ
ア・アイデンティティの下、リスクカルチャーの醸成およ
びERM経営を支える専門性を有する人材の計画的・継続
的な育成に取り組んでいます。

（兆円）

2.7

4.2

リスク

実質
純資産

153%

2020.3末

エコノミック・ソルベンシー・レシオ（ESR）をベースとした資本管理の考え方

●更なる事業投資, and/or
●追加的リスクテイク, and/or
●株主還元　　　　　　　　　　　を実施
●更なる事業投資, and/or
●追加的リスクテイク, and/or
●株主還元　　　　　　　　         を柔軟に検討

●リスク削減の実施
●資本増強の検討
●株主還元方針の見直しの検討

●利益蓄積による資本水準の回復をめざす

●リスク抑制的な事業運営により、リスク水準の抑制を図る

Target
Range

ESR

210%

150%

100%

*3： 不正行為、不適切な対応、社内や業界慣行の世間との乖離などにより、顧客保護、市場の健全性、有効な競争、公益などに対して悪影響を及ぼした結果、企業価値の毀損に繋がるリスク。
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社会課題への主な取り組み

サステナビリティ推進体制

安心・安全なクルマ社会へ
重要な社会課題③

「技術革新がもたらす様々な環境変化」
への対応

国内の交通事故が年間46万件と社会課題となる中、2017

年度に業界初となる独自のドライブレコーダーを活用した
「ドライブエージェントパーソナル（DAP)」を開発。DAP

は強い衝撃を検知すると、自動的にコールセンターに事故
報告される機能や、お客様が応答しないような場合には救
急車の手配なども行うことで、お客様の ″いざ″を支えて
います。更に、記録した映像は、お客様のご説明の負担軽
減や示談交渉に役立つと共に、社会問題化する「あおり運
転」の抑止効果も期待されています。こうした点が支持さ
れて契約件数は既に約35万件となり、当社自動車保険の
成長にも繋がっています。

自動車保険の成長
（2010～19年度の正味収入保険料、東京海上日動）

CAGR　約＋2.7%

日本において地域の消費や経済力の低下は深刻な社会課
題です。当社は保険を通じて地方を元気にしたいという思
いの下、2016年に地域活性化を進める専門部署を設置し、
自治体などと共に活性化に向けたソリューションや中小企
業向けのパッケージ商品を提供しています。更に、5年連
続で健康経営銘柄に選定された実績を活かし、地域企業の
健康増進や働きがいを高める取り組みも支援しています。

中小企業向けパッケージ商品の拡大
（2010～19年度の正味収入保険料、東京海上日動）

CAGR　約＋18%

当社は積極的にTCFDに関する開示の充実に努めています。詳しくは、当社HP「サステナビリティレポート」をご覧ください。

「地球規模の気候変動・自然災害の増加」への対応はP.26-29、「ガバナンス」の取り組みはP.58-79にお示ししていますので、
ここではそれ以外の当社の社会課題への主な取り組みについてご紹介します。 当社は、サステナビリティ推進の専任部署を設置し、サステ

ナビリティにおける主要課題の特定やグループ戦略の策定・
推進を行っています。取締役会では、グループ全体のサステ
ナビリティに係る活動報告を受けると共に、グループ全体の
戦略を決定しています。加えて、社外有識者やNGO・NPO

などと「サステナビリティダイアローグ」も開催。グループの

課題に関する認識や取り組みに対する外部の意見を収集し、
得られた意見などを戦略や個別課題の取り組みに反映してい
ます。また、各グループ会社のトップが集まる「サステナビリ
ティボード」や、グループ社員による「サステナビリティキー
パーソン会議」を定期的に開催し、グループ各社と共有すべ
き重要な課題への対応策などについても論議しています。

サステナビリティの推進

TCFD提言に基づく気候関連財務情報

貧困のない社会づくり
重要な社会課題④

「格差社会・インクルージョン」
への対応

インドは世界の飢餓人口の4分の1を占め、貧困問題は国の
重要課題です。
当社は2000年にインド全土に3万8千の農業協同組合組
織を持つIFFCO社と合弁でIFFCO-TOKIO社を設立。開業
当初から、「インドの農家の方々が抱える生活の不安を、
保険という仕組みで解決できないか」という課題に向き
合い、低価格で加入できるマイクロインシュアランスを
販売。

2019年度の契約件数は1,942万件と多くの支持をいただく
など、当社新興国の成長を大きく牽引しています。

インド損保の成長
（2011～19年度の正味収入保険料）

CAGR　約＋27%

東京海上ホールディングスグループ健康憲章
社員の働きがいを高め、経営理念の実践と企業価値の向上を
追求し続けるためには、社員とその家族の心身の健康が重要
であり、東京海上グループは、以下の観点から取り組みを推
進します。

•　 一人ひとりが、健康をかけがえのないものとして大切に
し、主体的に健康増進に努めます。

•　 健康への投資を行い、健康増進に積極的に取り組む環境
と企業風土を確固たるものとし、継承していきます。

•　 お客様や地域・社会における健康増進への取り組みを支
援することにより、社会課題の解決につなげ、健康で豊
かな未来の実現に貢献します。

監査役会 指名委員会

報酬委員会

内部統制委員会

取締役会
サステナビリティ戦略の決定・評価
●取締役

サステナビリティボード
サステナビリティ戦略の評価・論議
●社長（委員長） ●グループ各社社長

サステナビリティキーパーソン会議
サステナビリティ戦略・取り組みの共有・論議
●グループ各社サステナビリティキーパーソン

サステナビリティダイアローグ
社外有識者との意見交換・論議
●社外有識者
●東京海上HD/東京海上日動社長
  （サステナビリティ担当役員・部長）

経営会議

サステナビリティ推進専任部署
●経営企画部  サステナビリティ室

各管理部門
連携

各グループ会社

東京海上ホールディングス

ガバナンス

戦略
（リスクと機会）

リスク管理

指標と
目標

ガバナンス

取締役会 グループ全体の気候関連対応方針・戦略・計
画の評価・決定など

サステナビリ
ティボード

グループ全体の気候関連戦略・計画の論議・
取組状況のモニタリングなど

指標と目標

CO2排出量 グループベースでのカーボン・ニュートラルの
達成

戦略（リスクと機会）

物理的
リスク

●気候変動により過去の統計データだけでは
適切なリスク評価ができないリスク

●洪水などの自然災害により、当社グループ
業務が中断するリスク

移行リスク 低炭素社会への移行に伴う事業環境やお客
様ニーズの変化

機会 低排出型発電への移行によるクリーンエネル
ギー事業の拡大

リスク管理

ERM
●ERMの高度化
●ストレステストの実施

ステーク
ホルダーとの
対話

●エンゲージメントからのフィードバック
●社外有識者を交えたダイアローグ

戦略評価
●経営企画部・サステナビリティ室で気候関連
も含むリスクと機会の特定、評価の集計を
実施し、CSSOに報告・協議

産学連携 短期・中長期にわたる気候変動の保険事業に
与える影響などを研究

収益機会の拡大と気候変動被害の抑制

地域と共に成長する
重要な社会課題⑤

「経済成長・イノベーションを支える産業基盤」への対応
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人権・労働・環境・腐敗防止

国連グローバル・コンパクト
● 2005年から国連グローバル・コンパクトに署名し、支持を表明
● 2019年度は「防災・減災分科会」「レポーティング研究分科会」などの取り組みに参加

持続可能な金融・保険の枠組みづくり

国連環境計画・金融イニシアティブ

持続可能な保険原則

● 保険委員会・アジア地域代表理事として参加
● G20に向けたサステナブルファイナンスに関する東京ダイアログ  

   （2019年6月）に参画

● 2012年に起草メンバーとして署名し、2018年からPSI TCFD・保険
    パイロットグループに参加し、TCFD提言に沿った気候関連情報開示の
    枠組みづくりを推進

21世紀金融行動原則

IDF

（保険業界主導の国際的な
官民連携パートナーシップ）

サステナブル投資

国連責任投資原則
● 当社グループでは、東京海上日動、東京海上アセットマネジメントが署名し、
   責任投資／サステナブル投資を推進

日本サステナブル
投資フォーラム

気候関連

国連防災機関・
民間セクターアライアンス

CDP

ジュネーブ協会

気候関連財務
ディスクロージャータスクフォース

ClimateWise

エコ・ファースト
推進協議会

アジア太平洋金融フォーラム

COOL CHOICE

当社が採用されているSRI・ESGインデックス

● Dow Jones社とRobecoSAM社が
   1999年に共同開発した世界的なESGインデックス
● 当社は2009年から11年連続で選定

ESGの取り組みに対する表彰

● 当社が「健康経営銘柄2020」に5年連続で選定
● 当社とグループ会社9社が 「健康経営優良法人・大規模法人部門 （うち、6社がホワイト500）」
   に選定

● 2013・2015・2017年度に続き、 2018年度「なでしこ銘柄」に選定
● 2019年度は「準なでしこ銘柄」に選定

● 環境金融研究機構（RIEF）主催のサステナブルファイナンス大賞で 「特別賞」を受賞

● 国際的な環境非営利団体CDPより、「2019年度気候変動Aリスト企業」に選定

● 地方創生に資する金融機関等の 『特徴的な取組事例』で大臣表彰を4年連続で受賞

● 海外グループ会社が、アメリカで 「Best Places to Work in Insurance」、 
   ブラジルで  「Best Workplaces for Women」を受賞

国際イニシアティブへの参画 ESG評価・外部表彰

当社グループは、サステナブルな社会づくりに貢献していくため、
様々な国際イニシアティブに参画し、調査・研究および提言活動を実施しています。

当社グループは、事業活動や社会貢献活動を通じてESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組みを進め、
国内外で数々の評価や表彰を受賞しています。
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SDGsの17目標との関連性ESG区分 取り組みテーマ 主な取組内容
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環境経営の推進

環境啓発

商品・サービスを通じた
生物多様性の保全

自然災害に負けない
社会づくり

健康・長寿社会づくり

技術革新やカーライフの
変化への対応

増加する訪日外国人への対応
貧困のない社会づくり

共生社会づくり

産業基盤の構築

働きがいの向上

コーポレートガバナンス

内部統制

リスクマネジメント

クリーンエネルギー開発促進
などによる地球温暖化防止
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事業活動における環境負荷低減の推進およびカーボン・ニュートラルの実現
Web約款や保険証券発行省略の推進
「Green Gift」マングローブ植林プロジェクト、地球元気プログラム
事故車両修理時におけるリサイクル部品の利用推進
太陽光・地熱・洋上風力発電事業者向け専用の商品・サービスの提供
環境関連事業者向けの商品・サービスの提供
ドローン保険の提供を通じた環境負荷の少ないドローンの普及促進
再生可能エネルギーファンドの提供、グリーンボンドへの投資
「みどりの授業」「こども環境大賞」の実施
産学連携による自然災害リスク研究、「ぼうさい授業」の実施
ジュネーブ協会や自然災害に関連するイニシアティブ・イベントへの参加
事業継続計画（BCP）策定支援プログラム、災害教育・訓練サービスの提供
甚大化する自然災害に対応した商品・サービスの充実
人工衛星画像やドローンを活用した事故対応サービスの構築
独自性の高い医療保険・がん保険などの提供  生存保障革命の推進″ 

インドで増加する糖尿病患者向けの新たな商品・サービスの提供
認知症に対応した専用商品の提供、認知症サポーター講座などの実施
新型コロナウイルスに対する補償、感染予防への対応
自動運転やシェアリングエコノミーに対応した自動車保険の提供
独自のドライブレコーダーを活用した商品・サービスの提供
1日自動車保険（ちょいのり保険）の提供
企業向け「サイバーリスク保険」の提供
ビッグデータやAI技術を活用した事故対応サービスの提供
「リスクと未来を考える授業」の実施
国内事業者向けインバウンドビジネス支援サービスの展開
インド農家向けの天候保険、マイクロインシュアランスの提供
マイクロファイナンス・ファンドの提供
LGBTに対応した商品・サービスの提供
スペシャルオリンピックス日本や全国盲ろう者協会などと連携した取り組み
日本障がい者スポーツ協会や日本障がい者サッカー連盟と連携した取り組み
新型コロナウイルスや大規模自然災害などへの後方支援を目的とした寄付
企業の健康経営支援
地域の自治体・事業所などとタイアップした地方創生の取り組み
スポーツ支援を通じた社会発展への貢献
ダイバーシティ・インクルージョンの推進
働き方の変革、健康経営の推進
グループ総合力を活かした人材育成
多様な専門性を有する社外役員の登用、ハイブリッド型の機関設計
実効性評価を軸としたPDCAサイクルによる改善
グループ一体経営の強化
各種基本方針の策定、定期的なモニタリングの実施
コンプライアンス研修の実施、ホットライン制度の導入
ERMの高度化、ERM委員会の開催
リスク管理・危機管理に関する基本方針の策定、定期的なモニタリングの実施    

″
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環境・社会・ガバナンス（ESG）の取り組みとSDGsへの対応

当社が特に解決に取り組む重要な社会課題は、P.22-25にお示しした通りですが、それ以外にも様々なESGに係る取り組みを
行っています。こうした取り組みを通じて、当社は「持続可能な開発目標（SDGs）」の実現にも大きく貢献していきます。


