
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。

経営理念
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東京海上グループのパーパスストーリー
（本統合レポートの要約）

「お客様や地域社会の“いざ”をお守りすること」。
それが1879年の創業時から変わらない当社のパーパス（存在意義）です。

1 当社のパーパス

当社はこの先も、パーパスを起点に、事業活動
を通じて社会課題を解決し、その結果として企
業価値を高めていくことをめざしています。
VUCAの時代、リスクをお引き受けする、軽減
する、再発を防止するという当社の活躍の
フィールドはますます拡がっています。
例えば「気候変動」。気候変動は保険業界に
とって非常に大きな「リスク」ですが、当社はグ

ローバルなリスク分散を通じてその影響を軽減
しながら、防災・減災ニーズの高まりや再エネの
拡大などの「機会」を着実に捉えて成長し
ます。
実際、各種社会課題の解決を通じてお客様や
地域社会の“いざ”を支えた結果、2021年度
決算は過去最高益を更新。2022年度も世界
トップクラスの成長を実現する計画です。

2 私たちがめざすもの

当社は、パーパスと企業価値向上を実現する
ための3つの強みを持っています。具体的には、
①お客様や地域社会の課題を察知し、課題を
解決する商品・サービスを開発、そしてそれら
をしっかりとお届けする「“いざ”を支え、“い
つも”支える力」

②厳格な買収基準や円滑なPMIの実行力を
ベースに、リスク分散と持続的な成長の両
立を可能とする「ポートフォリオマネジメント
力」

③多様性溢れる人材を適材適所に配置するこ
とで、専門性や知見を活用するとともに、シ
ナジーを実現する「グループ一体経営」

そして、この3つの強みの源泉となるのが「知的
資本」と「人的資本」。創業以来、保険ビジネ
スを通じて積み上げてきた保有データやデジタ
ル技術、そしてM&AとPMIの実行力といった
「知的資本」と4万人を超える多様な「人的資
本」は、不確実な環境の中で更に成長するた
めのキーサクセスファクターです。100年後もお
客様や地域社会から信頼され、真に必要とさ
れる良い会社“Good Company”であるため
に、「知的資本」と「人的資本」にしっかりと投
資し、3つの強みに磨きをかけていきます。

3 私たちの強み

当社は143年前に海上保険100%でスタートし
ましたが、現在では、海上保険は全体の売上
の2%となっています。このように、当社は世の
中の変化に合わせることで、世界トップクラス
の保険会社にまで成長してきましたが、それは

つまり、今後も、次の100年も、変化に柔軟に
対応していける会社だということ。
パーパスを起点に、100年先を見据えた東京
海上グループの価値創造ストーリーは進化（ス
パイラルアップ）し続けます。

4 終わりに

4 終わりに

社会課題の解決と持続的成長の歩み P34
現在の東京海上グループ P36
100年先に向けて（価値創造アプローチ） P38

●各種参照
編集にあたっては、IIRC「国際
統合報告フレームワーク」およ
び経済産業省「価値協創の
ための統合的開示・対話ガイ
ダンス（改訂に向けた議論を
含む）」を参照すると共に、投資家をはじめとするス
テークホルダーの方々の意見を聴取し、充実した情
報の掲載に努めました。

本統合レポートは「保険業
法（第271条の25）」およ
び「同施行規則（第210
条の10の2）」に基づいて
作 成したディスクロー
ジャー資料（業務および財
産の状況に関する説明資
料）です。

●本統合レポートの位置付け

上表の資料は、当社ホームページでご覧いただけます。 URL : www.tokiomarinehd.com

財務情報 非財務情報
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サステナビリティレポート

コーポレート・ガバナンス報告書

決算関連資料（有価証券報告書等）

サステナビリティブックレット

ホームページ

●将来見通しに関する注意事項
TMNF ：東京海上日動火災保険

NF ：日新火災海上保険

AL ：東京海上日動あんしん生命保険

PHLY ：Philadelphia

DFG ：Delphi

TMHCC ：Tokio Marine HCC

TMK ：Tokio Marine Kiln

TMSR ：Tokio Marine Seguradora

●本統合レポート内で使用している主な事業会社の略称
本統合レポートには、将来に関する見通しおよび計画に基づいた将来予測が
記載されています。これらの将来予測には、リスクや不確定な要素等の要因が
含まれており、実際の成果や業績等は、本統合レポートの記載とは異なる可能
性があります。
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パーパスストーリー1
当社は1879年に日本初の保険会社として創業しました。
「保険」という概念がまだ周知されていなかった時代に、「近代
資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一が、「国家的な事業」と呼
びかけて各方面から出資を募ったことが、当社創業の大きな契
機となりました。その渋沢栄一は、著書の中で道徳と経済の一
致を説いていますが、この「企業は社会課題の解決にあたる、
即ち“世のため人のため”に存在する」という考え方は、当社の
創業時からの想いであり、今日に至るまで脈 と々継承されていま
す。実際に、創業当時の当社は、近代化に欠かせない貿易の
積荷を、海上保険を通じて海難事故からお守りすることで、日本
の経済・社会の発展に貢献することを使命としていました。その
後も、関東大震災や敗戦、モータリゼーションの進展など、幾多
の難局や社会構造の劇的な変化の中にあっても、「お客様や
地域社会の“いざ”をお守りする」というパーパスを起点に、時代
ごとの社会課題を自ら探し出し、保険本業を通じてその課題解
決に貢献してきました。正に、当社の事業そのものが社会課題
の解決であり、事業を推進すればするほど社会課題の解決に
繋がる。世のため人のためになる。この様な想い・使命感を持っ
て、事業に取り組んでいます。

こうしたパーパスの実現に向けて、当社は創業から143年もの
間、社員に活き活きと働く場を提供し、その社員たちが代理店と
連携しながら、時代と共に変化する様々な社会課題の解決に
貢献してきました。そして、その結果として、当社は持続的な利益
成長を実現し、株主・投資家の皆様にも投資に見合うリター
ンをお返ししてきました。
また、「このかけがえのない地球環境を持続可能な状態で未来
世代へ引き継ぐことは私たちの責務である」という強い想いか
ら、「お客様」「社会」「株主」「社員」に加え、2021年より「未来
世代」をステークホルダーの一つとして明確に位置付けてい
ます。
全てのステークホルダーに価値を提供し続けることは、決して簡
単ではありませんが、その最適解は必ずある。そう信じて、私たち
はこれからもその道を探し続けていきます。そして、決して現状に
満足することなく、変革に挑戦し続けることで、より一層の「良い
会社」、“Good Company”に、一歩でも二歩でも近づいていき
たいと考えています。

1 当社のパーパス

当社の創業に深く関わっ
た渋沢栄一
（渋沢史料館所蔵）

お客様や地域社会の“いざ”をお守りすること。
それが、どのような時代にあっても変わらない当社の
パーパス（存在意義）です。

私たちは
何のために
存在するのか

ステークホルダーへの価値提供

当 社
社員

活き活きと働く場の提供

未来世代

持続可能な環境・社会を引き継ぐ

お客様

代理店と連携、ニーズを把握して対応

株主

投資に見合うリターンを還元

社会

社会課題の解決に貢献

パ
ー
パ
ス
ス
ト
ー
リ
ー

1

パーパスストーリー ｜ 当社のパーパス1
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当社はこれからも、この先も、「お客様や地域社会の“いざ”を

お守りする」というパーパスを起点に、事業活動を通じて社会

課題を解決し、その結果として企業価値を向上させることをめ

ざします。

近年は、不確実で不透明なVUCAの時代とも言われており、

社会課題は山積・拡大・複雑化し、これまで私たちが経験した

ことのない新たな社会課題が次々と出てきています。最早、過

去の常識は通用しない時代です。しかし、こうした社会課題の

拡大や複雑化に伴い、リスク引受を生業とする当社の事業領

域、活躍の場は益々拡大する。そして、こうした複雑な時代だ

からこそ、パーパスに立ち戻り、本業である社会課題の解決を

通じて、企業価値を更に向上させていけると考えています。

例えば、「健やかで心豊かな生活の支援」や「D&Iの推進・浸

透」、「デジタルを活用したイノベーションの支援・創出」など、

当社が解決したい、お役に立ちたいと考えている社会課題・領

域は数多くありますが（P.67参照）、足元特に、世の中にとっ

て、そして保険業界にとっても最も大きな課題は「気候変動・

自然災害の激甚化」ではないでしょうか。当社は、この地球規

模の課題に対して、真正面から対峙し、プロアクティブに対応

することで、保険会社としての役割を果たし、その結果として企

業価値向上に繋げていきます。グローバルなリスク分散等を通

じて、「気候変動・自然災害の激甚化」という“リスク”をコント

ロールしながら、「プロテクションギャップ」や「自然災害に対す

る意識の高まりを背景とした防災・減災ニーズの増加」、「再

生可能エネルギーマーケットの拡大」、「カーボンニュートラル

実現に向けた動き」といった“機会”をしっかりと捉えて、成長

していきます。（詳細はP.6～17を参照）

実際、各種社会課題の解決を通じてお客様や社会の“いざ”

を支えた結果、2021年度決算は過去最高益を更新。2022年

度も世界トップクラスの成長を実現する計画です。

2 私たちがめざすもの

社会課題の拡大・複雑化に伴い、
リスク引受を生業とする当社の事業領域も拡大。
パーパスを起点に、社会課題の解決を通じて、
当社は今後も成長していきます。

過去の常識が
通用しない時代に
私たちのビジネスは
どうなるか

環境認識

パ
ー
パ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
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パーパスストーリー ｜ 私たちがめざすもの ｜ 環境認識 1
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（出典）Munich Re

気候変動に伴って、世界各地で自然災害が激甚化することが
予測されていますが、グローバルにビジネスを展開している当社
は必然的にその影響を受けることになります。一方で、当社は
143年もの間、リスクを引き受けることを生業とし、リスクと対峙
してきたわけですから、今後、その経験を活かし当社のリスクがど
のように変化していくか、的確に把握し、どのように低減させてい
けるかが当社の腕の見せ所だと考えています。例えば、当社で

はグループの叡智を結集し、将来の天候変化に伴う風災リスク
の変化や、降水量の増大に伴う洪水リスクの変化、或いは、将
来の人口動態の変動等も踏まえた気候関連リスクの変化等を
評価しております。その上で、グローバルなリスク分散（P.8参
照）や、火災保険の収益確保（P.10参照）、保険引受先・投融
資先のダイベストメントやエンゲージメント（P.16参照）といった
取組みを通じて、気候変動リスクの低減に繋げています。

私たちは、気候変動の「リスク」と
「機会」を的確に捉え、社会に貢献
することで企業価値の向上に
繋げていきます

リスクの評価と低減

ビジネス機会の獲得

気候変動はリスクでもありますが、当社にとっては同時にビジネ
スの「機会」でもあります。例えば、2021年度は自然災害による
全世界の経済損失は2,800億ドルであったのに対し、保険で
カバーされている損失はその約43%である1,200億ドルに留ま
ります。言い換えれば、約57%、1,600億ドルは保険でカバーさ
れておらず、いわゆる、この「プロテクションギャップ」は、当社に
とってまだまだお客様のお役に立つことができる成長の伸びし
ろであると考えています。加えて、気候変動という地球規模の課
題に対して、より大きな役割を果たすべく、例えば気候変動に
対する意識の高まりを背景とした防災・減災ニーズの増加
（P.12参照）や、再生可能エネルギーマーケットの拡大（P.14
参照）といった「機会」をしっかりと取り込むことで、企業価値向
上に繋げていきます。

自然災害に伴う
グローバルな経済損失

2,800億ドル

57%
保険でカバー
されていない損失

機会取込みリスク低減

自然災害に対する
意識の高まり

リスクの低減

ダイベストメント/
エンゲージメントの実施（P.16参照）
保険引受先・投融資先のダイベストメ
ントや環境をテーマとしたエンゲージメン
トの実施 （気候変動ポリシーを、2021
年9月、12月に改定）

機会の取込み

事前・事後の
フィービジネスの強化（P.12参照）
防災・減災・早期復旧ビジネスを通じた 
新たな収益源の獲得

カーボンニュートラル
実現に向けた動き

機会の取込み

再エネマーケットの
取込み（P.14参照）

再エネ事業者向け保険のリーディング 
カンパニーGCubeを買収
（2020年5月）

機会の取込み

気候変動対応ニーズの
取込み

日本のGX促進を支援するソリューショ
ン開発をめざし、三菱UFJ銀行と提携
（2022年3月）

自然災害の
激甚化

リスクの低減

グローバルな
リスク分散（P.8参照）

再保険への過度な依存は避け、グロー
バルにリスクを分散

リスクの低減

火災保険の
収益確保（P.10参照）

機動的な料率改定や保険期間の
短縮化

社会課題解決と当社の成長を同時に実現する

気候変動の「リスクの低減」と「機会の取込み」に関する当社の具体的な取組みについて、この後のページでご紹介していきます。

パ
ー
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ス
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パーパスストーリー ｜ 私たちがめざすもの ｜ 気候変動リスクの低減と機会の取込み1
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自然災害が激甚化する中でも、
お客様の“いざ”をお守りするため、
グローバルなリスク分散に
取り組んでいます

リスクの低減

保険はリスクを引き受けてお客様をお守りする事業ですので、い
かなる事態に直面しても経営の屋台骨が崩れることはあっては
ならず、リスクを地理的にも、事業的にも、商品的にも分散し、適
切にリスクをコントロールすることが肝となります。この観点から、
保険会社の経営はそもそもグローバルでなければならないと考
えている訳ですが、当社では20年前から、日本の自然災害リス
クと相関の低い海外ビジネスを拡大することで、グローバルなリ
スク分散を加速し、リスクの拡大を抑えながら企業価値の拡大
を図っています。

その成果が見られたのが、2018年、2019年に発生した大規
模な国内自然災害、或いは、2020年の新型コロナウイルスで
あったと考えています。この様な過酷な状況にあっても、当社の
利益に対するこれらのインパクトは2～3割程度に抑えられてお
り、安定した収益が確保できています。これは正に、当社が取り
組んできたリスク分散の成果でありますが、一方で、この2～3
割という水準は、まだ大きいと考えており、今後もボラティリティ
を抑えながら、成長を加速させていきます。

グローバルなリスク分散

【参考】リスクの拡大を抑えながら、利益の拡大を実現

＊1: 自然災害を平年に補正し、2020は新型コロナウイルスおよび為替変動の影響、2021はコロナ・北米キャピタルゲイン等、政策株式の売却益（売却額が1,000億円を超えた部分）も控
除（新定義ベース）

＊2: ESRのリスク量（99.95%VaR、税後・年初計画ベース）

2012 2022予想

適切に
コントロール

持続的
成長

リスク量＊2

修正純利益
（Normalized）＊1

正味収保＋
生命保険料

3.0兆円

約1,500億円

2.6兆円

5.2兆円

5,500億円

3.3兆円

＜修正純利益＊1とリスク量＊2の推移＞

グローバルなリスク分散
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災害が多発する日本においても、
私たちは逃げることなく、
サステナブルな火災保険制度を
構築し、お客様をお守りします

火災保険の収益確保

当社のマザーマーケットである日本は、国土面積にして世界の
僅か0.25%程度、GDPは世界の6%程度である一方で、自然
災害による経済損失は、世界の約2割を占めるとも言われてい
ます。正に日本が「自然災害大国」と言われる所以ですが、当社
はこの自然災害リスクから逃げることなく、むしろ真正面から受け
止め、お客様の“いざ”をお守りし、しっかりとお役に立ちたいと考
えています。
その上で、「火災保険」は自然災害からお客様をお守りするため
の大切な保険でありますが、恒常的に赤字の状態であれば、そ
れはサステナブルなものとは言えません。従って、当社自身によ

るコスト削減努力は勿論のこと、機動的な料率改定、保険期間
短縮も含めた商品の見直し、再保険戦略の高度化、防災・減
災、早期復旧等、総合的な取組みを通じて、サステナブルな火
災保険制度の構築をめざしています。具体的には、下記ロード
マップを不退転の決意を持って実行することで、2023年までに
+450億円を越える収益改善（足元は+700億円）を実現しま
す。また、火災保険は巨大な自然災害リスクを抱えているため、
リスク量対比で見ても資本コスト相当の収益性が確保できるよ
う、その後も収益改善の取組みを続けていきます。

日本の火災保険の収益性確保

リスクの低減

★22/10（料率引上げ）

料率
改定

商品
改定

その他

★19/10（収益改善＋160億円）

★21/1（収益改善＋200億円）

★21/1（企業の水災料率細分化）

★22/10（保険期間短縮）

アンダーライティングの更なる強化

防災・減災、早期復旧の取組み強化

適切な再保険手配

資
本
コ
ス
ト
相
当
の
収
益
性
確
保

-20年度 21-23年度 24-26年度 27年度-

時期未定

時期未定

【参考】火災保険の利益の推移

【参考】火災保険の収益改善ロードマップ

2020 2021 2022予想 2023予想
▲500

0

500

除くレートアップの収支残 19年度改定 20年度改定 21年度改定 22年度改定（予定） 保険引受利益＊1 （Normalized）

レートアップ等
商品改定効果＊2 約60 約120 約230

自然災害
平年ベース

▲334
（実績ベース▲542）

▲155
（実績ベース▲19）

205
370超

＋450億円超（足元は+700億円超）

＊1: 自然災害の影響を平年並みとし、新型コロナウイルスの影響を控除した収支残（税後・概算）
＊2: 各年度に発現する商品改定等による収益改善効果（税後・概算）　但し、2020年度に発現済みの改善効果（約40億円）を除く累計値を記載

＜保険引受利益＊1（億円）＞
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“いつも”支える存在へと進化する
ため、私たちは、防災・減災領域
にも事業を拡大します

事前・事後のフィービジネスの強化

機会の取込み

保険金のお支払いは保険会社にとって最も大切な機能です
が、これだけではお客様を十分にお支えしたことにはなりません。
そもそも、災害は起きない方がいい。起きても被害は小さい方が
いいし、復旧も早い方がいい。かつ、再発はしない方がいい。当
社グループではこうした想いから、防災・減災、早期復旧、再発
防止といった「事前・事後の安心」の提供にも努めています。保
険金支払いのPayerに留まらず、お客様を“いつも”支える
Partnerへ進化することで、お客様からの評価の獲得や損害率
の低減に繋げていきます。
この「防災・減災」の取組みの事例の一つが、防災コンソーシ
アム“CORE”です。これは当社が2021年11月に立ち上げたコ
ンソーシアムですが、2022年7月現在、多種多様な業界を代表
する60以上の法人が参画しています。各社が持つ技術やデー
タを活用しながら、例えば、災害発生時の被害の甚大化を抑え
るインフラ維持管理ソリューションの創出や、避難に繋がる災
害の事前予測、リアルタイムハザードマップの開発や、デジタル

を活用した復旧・復興の迅速化等、防災・減災に直結するサー
ビスを提供していきます。
勿論、防災・減災には災害データの収集・分析・活用が重要と
なるわけですが、当社は2021年7月、データ中核機能を担う「東
京海上ディーアール」を立ち上げ、グループの高度なDigital 
Capabilityを集約し、データ分析やソリューション開発力の更な
る強化に取り組んでいます。
保険本業を通じて磨き上げてきたテクノロジーや蓄積したデー
タ、お客様との接点といった既存の武器に加えて、業界の垣根
を超えた防災コンソーシアム“CORE”での幅広い協業をエンジ
ンに、競争優位を確立し、“防災・減災総合ソリューション事業”
を構築することで、お客様を“いつも”支える存在に進化していき
ます。そして、企業価値の向上という観点では、この事業を将来
的には数百億円規模の利益が創出できる事業に育てたいと考
えています。

PayerからPartnerへ

マーケットサイズ＊

❶❷❹の
事業基盤

保険金支払

被災状況把握

平時

有事

❶
 測
量・
モニ

タリ
ング
事業

❸ 気
象・
災害

デ
ー
タ
事
業

❹
 災
害“
初

期
”復旧事業

❷ 防災総合コンサル
ティン

グ
事
業現

状

把握

避

難

生
活

再
建

対策・実
行

測量・モニタリング事業

2,500億円
・3D仮想都市浸水シミュレー
ションのリリース

マーケットサイズ＊

防災総合
コンサルティング事業

１兆円
・東京海上ディーアールによる
防災コンサルティング

マーケットサイズ＊

災害“初期”復旧事業

500億円
・デジタルを活用した被害調査
及び復旧・復興の迅速化

気象・災害データ事業

・リアルタイムハザードマップの
開発

＊: 調査会社調べによる、2030年における4つの
領域のうち保険とのシナジーが見込まれる事業
のマーケットサイズ

【参考】“CORE”をエンジンに“防災・減災総合ソリューション事業”を構築

東京海上ディーアールが保有するリスクデータやデータ解析の知見を活用し、外部パート
ナーの知見も掛け合わせることで、強靭で自然災害に強い地域社会づくりへ貢献していま
す。例えば、国立研究開発法人防災科学技術研究所と協力し、AI技術を活用して開発し
た「水災危険度予測システム」や、独自のハザードマップ情報を活用して開発した「災害体
験AR」等、「防災・減災」に繋がるサービスを提供しています。

【参考】東京海上ディーアールを活用した取組み

【システム画面イメージ】浸水エリア即時予測
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私たちは、グループ一体で、
世界の再エネ保険業界を
リードし、脱炭素化への貢献と
企業価値の向上の双方を
同時に実現します

再エネマーケットの取込み

機会の取込み

当社は気候変動に関連した新しい商品・サービスの開発にも力
を入れていますが、その一つが、再生可能エネルギー関連の
保険です。
世界的な脱炭素化の流れや、主要国における電力供給効率
化に向けた再生可能エネルギーへのシフトを背景に、世界の再
生可能エネルギーマーケットは今後ますます成長が見込まれま
す。その中で、例えば洋上風力発電の設置・普及にあたっては、
保険が手配できなければプロジェクトファイナンスの融資も実行
されないため、保険は不可欠なものとなっています。しかし、海の
工事は決して簡単ではなく、施工ミスを減らし、台風にも備える必
要がある等、一朝一夕では手に入らない高いアンダーライティン

グ力や高い損害サービス力が試される領域です。当社は、これま
で蓄積してきたロスデータやノウハウに加えて、再エネ事業者向
け保険の世界的なリーディングプレイヤーであるGCube（2020
年に買収）や、当社のデータ中核機能を担う東京海上ディー
アールの知見も掛け合わせることで、再生可能エネルギー関連
の保険に欠かせない、高いアンダーライティング力と、高い損害
サービス力を更に強化しています。
今後も当社は、グループの叡智を結集し、保険やリスクコンサル
ティングの提供を通じて再生可能エネルギーの普及促進をサ
ポートすることで、世界各国の脱炭素化に一層貢献していき
ます。

今後ますます成長する再生可能エネルギーマーケットの取込み

【参考】洋上風力発電設備

【参考】再生可能エネルギーマーケットの拡大 【参考】GCubeの強み

洋上風力発電設備には様々な形があり、海域によって適した構造も異なるため、保険引受にあたっては高度な専門性と知見が求めら
れます。

浮体式基礎（出典）NEDO ホームページより作成 energyfactsホームページから引用

2050年2035年2020年2005年

■再生可能エネルギー（全世界の電力供給に占める割合）

73%

51%

27%
18%

（出典）McKinsey

創業以来約30年間蓄積してきた膨大なロスデータをベースに、適正な保険料算出と適
切なリスクセレクションを実行

❶高いアンダーライティング力

10年で4,000件を超える豊富な支払い実績をベースに、自前アジャスターによるロスプリ
アドバイス等を通じて、顧客に高い付加価値を提供

❷高い損害サービス力

マーケットリーダーとしての圧倒的な実績とブランドを背景に、グローバルの再エネ事業者
トップ10社のうち8社が顧客である等、業界での高いプレゼンスを通じて世界の主要プロ
ジェクトに参画

❸業界での高いプレゼンス

自前アジャスター
Renewable Energy 
Loss Adjusters 
(RELA)
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リスクの低減

Net-Zero Insurance
Alliance

責任ある保険会社・
機関投資家、そしてグローバル
カンパニーとして、
世界の脱炭素化をリードします

ダイベストメント/エンゲージメントの実施

当社は、“保険会社”・“機関投資家”、そして“グローバルカンパ
ニー”として、例えば「石炭火力発電の保険引受をやめる」、「投
資を引き上げる」といったダイベストメント方針をしっかり掲げつ
つも、環境をテーマとしたエンゲージメントの実施や、保険商品
の開発や投資を通じた技術革新の後押し等を通じて、社会の
脱炭素・カーボンニュートラルに向けたトランジションを後押しす
ることが大事だと考えています。
例えば、“保険会社”としては、これまで150社以上の取引先とエ
ンゲージメント対話を実施しており、更にそのうち50社以上に対
しては、当社の専門性を活かして、課題解決に向けた提案も実
施しています。具体的には、取引先の再エネビジネス推進や、環
境負荷軽減に必要な新規技術開発等に対して、これらをサ
ポートする専門的な保険やコンサルティングサービス等を提供
することで、脱炭素化に向けたトランジションやイノベーションの
加速を強力に後押ししています。また、2021年9月には石炭火
力発電所および炭鉱開発（一般炭）の新規保険引受は行わな
い方針を策定、2021年12月にはオイルサンドや北極圏におけ
る石油・ガス採掘に関する保険引受を留意する方針を策定す
るなど、脱炭素社会の実現に向けて、業界内でも先んじて保険
引受方針をアップデートしています。

そして、“機関投資家”としては、グループ会社の東京海上日動と
東京海上アセットマネジメントがPRIの署名機関としてESG投
融資方針を策定しています。具体的な取組みとしては、非財務
情報も考慮した建設的な対話等を通じて、当該企業の企業価
値の向上や持続的成長等を促すESGエンゲージメントや、投
資判断に非財務情報を考慮に入れるESGインテグレーションを
行うことで、投資先のESGへの取組み向上を促し、脱炭素化社
会・持続可能な社会の実現に貢献します。
また、当社は“グローバルカンパニー”として、創設からTCFDに
関わるなど、国内外で脱炭素社会の議論を積極的にリードして
きています。2022年1月には国際的なイニシアティブである
「Net-Zero Insurance Alliance （NZIA）」に日本の保険会社
として初めて加盟し、欧州のみならず各国のエネルギー事情も
踏まえたルール作りや、脱炭素の前提となる排出量算出基準
の設定、脱炭素技術による二酸化炭素削減効果の評価方法
の策定等、2050年のネットゼロ社会の実現に向けた非常に重
要なイシューに対しても、先導的な役割を果たしていきます。今
後もこれまで培った知見やネットワークも活かしながら、脱炭素
社会の実現に向けた「保険業界における国際的なルール作り」
にも積極的に関与していきます。

世界の脱炭素化実現への貢献

当社は、脱炭素社会への移行・サステナブルな社会作りに貢
献していくため、創設から関与しているTCFDや、日本の保険会
社として初めて加盟したNZIAなど、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。

【参考】国際イニシアティブへの参画
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FY2021実績
（Normalized、カッコ内はActual）

FY2023計画
（21年5月公表の現中計）

20232021 2030 長期ビジョン

長期ビジョン、2030年、2023年のKPIターゲットの実現 に向けて、一歩一歩確実に前進します。

財務KPI

非財務KPI

CAGR+3～7%
（約4,800～5,400億円）

12%程度

40%以上→50%
（21年11月修正）

機動的に実施

5,054億円
（5,783億円）

5,500億円

1,000億円 1,000億円

12.7%
（14.4%）

12.5%

43% 48.5%

● 火災の収益改善：資本コストを上回る収益性を維持
● 再エネ増収：マーケットの拡大を取込み、更なる増収をめざす
● 脱炭素：自社温室効果ガス排出量を2015年度対比▲60%削減（2050年には投融資先も
含め温室効果ガス排出量実質ゼロを実現）、再エネ比率100%、社有車電動車化

● 戦略投資：成長に資する投資を継続的に進める
● デジタル人材：事業領域拡大に沿って採用/育成を継続

● 戦略投資：2021-2023年度数百億円規模
● デジタル人材：100名規模の中途採用

2022年4月時点
● 女性取締役・監査役比率：15.8%
● 東京海上日動女性管理職以上比率：10.4%
● 東京海上日動女性準リーダー比率：57.0%

● 女性取締役・監査役比率：30%クラブで掲げる理念の実現
● 東京海上日動女性管理職以上比率：30%
● 東京海上日動女性準リーダー比率：50%以上

気候変動対策の推進・
災害レジリエンスの向上

デジタルを活用した
イノベーションの支援・創出

D&Iの推進・創出

● 東京海上日動ヘルスケア領域の増収：2023年度+200～300億円（2020年度対比）
● あんしん生命の増収：2023年度新契約年換算保険料CAGR+5%程度（2020年度対比）
● 「健康経営銘柄2022」選定（7年連続）
● 健康経営の支援企業数約2,300社（2021年度）

● 新たなヘルスケアサービスの開発・提供
● 健康支援サービスの更なる普及・促進
● 健康経営銘柄への継続選定
● 健康経営支援の継続（東京海上日動）

健やかで心豊かな
生活の支援

● 火災の収益改善：2021年度+180億円（2020年度対比）→2023年度+450億円超（2020年度対比）
● 再エネ増収：2023年度+50億円程度
● 脱炭素：2021年度自社温室効果ガス排出量▲32%削減（2015年度対比）、
 2021年度カーボンニュートラル達成（9年連続）

することは決めている

結果としての株主還元も拡大
ROEも更に向上
世界トップクラスの利益成長を継続

FY2021実績もFY2022予想もFY2023計画を
上回って推移しており、その先の姿は
現在検討中であるが、

修正純利益

修正ROE

配当性向

資本水準調整

めざす
社会
誰もが安心・
安全に生活し、
果敢に挑戦できる
サステナブルな社会

めざす
会社
世界のお客様に

“あんしん”をお届けし、
成長し続ける

グローバル保険グループ

100年後も
Good Companyをめざして

FY2022予想

パーパスストーリー ｜ 私たちがめざすもの ｜ 将来像1
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当社がこれまでパーパスを実現し、その結果として、持続的な成
長を遂げることができたのは、この143年、数々の挑戦を重ね、そ
して幾多の難局を乗り越える中で、3つの独自の強みを培い、こ
れらをたゆみなく磨き続けてきたからです。
1つ目は、「“いざ”を支え、“いつも”支える力」です。
変化の激しい時代の中にあっても、お客様や社会の課題を解決
するためには、その課題やニーズに対応した商品・サービスを開
発し、これをしっかりとお届けしなければなりません。当社はこれま
でも、事業環境が大きく変化する中で、課題を察知する力、課題
を解決する商品・サービスを開発する力、商品・サービスをお届け
する力を培ってきましたが、足元ではデジタルやデータも活用しな
がら、伝統的な保険事業の力を高めつつ、それに留まらない事
前・事後領域にも事業を拡大しています。

２つ目は、「ポートフォリオマネジメント力」です。
どんなに良い商品・サービスをお届けしても、リスクを引き受ける当
社の経営基盤が揺らいでは、お客様の“いざ”をお守りすることは
できません。そうした意味で、私たちの事業はサステナブルでなけ
ればならず、そのためにもリスクを分散して事業を安定化させ、“い
ざ”という事態に備える必要があります。当社は、厳格な買収基準
や円滑なPMIの実行力、フォワードルッキングな事業売却を通じ
て事業ポートフォリオを最適化することで、リスクの分散と事業の
成長を両立し、経営基盤の強化を図っています。
3つ目は、「グループ一体経営」の力です。
グローバルな課題にも適応し、グループ全体として成長し続けて
いくためには、多様な人材の力を結集した上で、課題解決にあた
ることが欠かせません。当社は多様性溢れる優れた人材を国内
外に最適配置することで、その専門性や叡智をグループ全体で
活用しながら、シナジーの発揮を図っています。

3 私たちの強み

私たちが、将来の“いざ”をお守りできるのは、
それを支える3つの強みがあり、
常にこれらを磨き続けているからです。

なぜ、当社は
将来の“いざ”も
お守りすることが
できるのか？

“いざ”をお守りする3つの強み

“いざ”を支え、“いつも”支える力 ポートフォリオマネジメント力 グループ一体経営

非財務資本の強化

知的資本 人的資本

損害を補償し、
挑戦を後押し

リスクを検知し、
損害発生を
抑制

早期復旧、
再発防止

リスクを
引き受け、
不安を解消

当社の事業活動

〝
い
ざ
〞を
支
え
る

〝
い
つ
も
〞支
え
る
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お客様や社会の課題を察知したあと、それを適切に商品・サービスに落
とし込む力が求められることはどんなビジネスでも共通ですが、『従来型
の保険事業』において大切なことは、「リスクを正しく測定し、それをベー
スに開発した商品・サービスを安定的に引き受ける」ことです。保険商
品は、一般の商品と異なり、販売時に原価が決まらず、場合によっては
巨額の原価がかかる（保険金をお支払いする）ことがあるため、サステ
ナブルな事業継続の観点で非常に重要なポイントです。その中で、当
社は、過去の事故データを分析することは当然ながら、VUCAの時代
のリスクの拡がりも踏まえ、アクチュアリーという保険数理の専門家が
中心となって、マクロ経済の動向も踏まえた将来的なリスクの変化を予
測し「リスクを正しく測定」、それをベースにリスクに見合った保険料や引
受基準を設定したり、必要に応じて再保険を手配したりすることで「安
定的な引受」を実現しています。

足元では、TMHCCによるPredictive Analytics＊1やTMNF・AL等に
よるビッグデータ解析など、デジタルやデータも活用することで、リスク
分析やプライシングの更なる高度化を図っています。また、保険料の
ハード化が進む再保険については、キャピタルイベント＊2の回避という
再保険の重要な目的を踏まえ、サイクルマネジメントを実行。2022年4
月の国内風水災に係る再保険の更新時に、経済合理性の観点で
アーニングス領域＊3の再保険カバーについて必要な見直しを実施しま
した。
また、当社は、事故防止や早期復旧といった保険事故の『事前と事後』
の領域にもビジネスを拡大し、お客様を“いつも”支える存在へと進化し
ていますが、『事前・事後』領域の商品・サービスを開発するために大切
なことは、外部のプロフェッショナルの力を活用することです。当社は、
『従来型の保険事業』領域においては創業以来143年間蓄積してき

たCapabilityがありますが、『事前・事後』領域においては、当社が有す
るCapabilityだけではお客様が必要とされる商品・サービスを開発する
ことは難しいと考えています。2021年11月に当社が主導して立ち上げ

た防災コンソーシアム“CORE”が良い例ですが、お客様や社会の課題
を解決できるのであれば、当社単独でなくてもいい。当社と外部の
Capabilityを掛け合わせて新しい価値を創造してまいります。

課題を解決する商品・サービスを開発・引受する力

新型コロナウイルスや自然災害の激甚化、テクノロジーの急速な進化、
それに伴うお客様の行動様式の変容など、事業環境は大きく、そして急
速に変化しています。お客様や社会の“いざ”をお守りするためには、こ
のような足元の環境変化やお客様・社会の課題をいち早く察知する
ことが必要です。
当社では、現場第一線がマーケットの声をいち早くキャッチすることは勿
論のこと、お客様や代理店さんの声を収集する仕組みを構築し、消費

者アドバイザーも交えた分析を通じて、商品・サービスの開発、改善に
繋げています。
加えて、新たなリスクやニーズを把握するには、中長期的なアプローチ
も必要です。当社は、産学連携やグループのシンクタンク、外部調査機
関の活用等を通じて、中長期の環境変化やそこから新たに生まれるリ
スク、機会の研究にも取り組んでいます。

お客様や社会の課題を察知する力

“いざ”を支え、“いつも”支える力
お客様や社会の課題を察知し、課題を解決する商品・サービスを開発、
それらをしっかりとお届けすることで、お客様から選ばれ、
持続的な成長を遂げてきました。

二次元コード ダミー

＜最適な補償の提案と
契約手続きの簡素化＞

＜迅速な保険金のお支払い＞

＜最適な補償の提案と契約手続きの簡素化＞
どれだけ良い商品・サービスを開発しても、お客様に届かなければ意味
がありません。世帯構造の変化や新型コロナウイルスの影響によりお
客様のニーズや生活スタイルが多様化する中、従来型の、人による対
面コンサルティングで全てのお客様に最適な形で当社の商品・サービ
スをお届けすることは難しくなってきています。
そこで、当社ではこれまで蓄積してきた契約データをAIが分析し、お客
様の属性情報（年齢、性別、家族構成、資産・家計、保険の好み等）や
契約情報に応じて、採用率の高いプランをおすすめする仕組みを導入
しました。また、引き続き対面での充実したコンサルティングを望むお客
様から、スマートフォン上でご自身で契約を完結したいお客様まで、お客
様のニーズに応じて契約手続きをご選択いただける仕組みも用意、人
とAI、対面と非対面のベストミックスで当社の商品・サービスをお届けし
ています。 

＜迅速な保険金のお支払い＞
こうした「お届けする力」はご契約時に限ったものではなく、「迅速な保険
金のお支払い」もそのひとつです。有事の際に、人工衛星やドローンを
活用して被害状況をスピーディに把握する、また大規模地震の際には
鑑定人の立会を待たずして、お客様からアップロードしていただいた建
物の写真をもとに損害状況を査定し、保険金をお支払いするなど、デジ
タルを高度に活用しながら迅速な保険金のお支払いに繋げています。
そして、これらの取組みによって創出した時間は、ロスプリベンション（事
故の発生を事前に防止すること）のご支援や、お客様に寄り添った親
身、誠実な対応など、人にしかできない業務に振り向けることで、お届け
する力の品質向上に繋げ、より一層お客様からの支持を拡大できるよ
う努めています。

お届けする力

●人工衛星画像にAIで分析した水災の
被害範囲を重ね合わせた写真

●ドローンを活用した損害調査

●スマートフォンでの契約手続き●AIを活用した補償提案

＊1: データに統計的手法を適用して、将来を予測する分析
＊2: 数百年に一度規模の巨大自然災害など、保険会社の資本を毀損させうる事象
＊3: キャピタルイベントに対して相対的に損失の小さな領域。再保険料率が高く、マーケットサイクルの影響を受けやすい

“いつも”支える
「事後」領域の拡大

早期復旧、再発防止
“いざ”という時

従来型の保険事業《保険金のお支払い》

資本負荷の軽いフィービジネス

“いつも”支える
「事前」領域の拡大
事故未然防止、疾病予兆検知

資本負荷の軽いフィービジネス

保険事業 「リスク」の拡がり/“いざ”の拡大

保険事業 「リスク」の拡がり/“いざ”の拡大

サイバー

モビリティ

エネルギー

SME

ヘルスケア

防災・減災

イラスト©東京海上日動
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安定的な利益成長と資本効率の向上を実現していくためには、規律
ある買収やフォワードルッキングな売却、新たなリスクテイク等を通じて、
常に事業ポートフォリオを最適化していくことが大切です。ポートフォリ
オマネジメントを通じたリスク分散は保険ビジネスの根幹であり、これを
間違うと当社の屋台骨が揺らぐものです（リスクベース経営（ERM）の
詳細はP.52～55ご参照）。

だからこそ当社は、20年近くもの時間をかけて、政策株式を売却し、日
本の自然災害リスクと相関の低い海外保険事業を拡大することで、リ
スクを地理的にも、事業的にも、商品的にも分散させてきました。その
結果として、リスク量を適切にコントロールすると同時に利益の持続的
な成長を実現しています。

ポートフォリオマネジメントのトラックレコード

ポートフォリオマネジメント力
規律ある買収やフォワードルッキングな売却によりポートフォリオを最適化し、
リスクを分散しながら安定的な利益成長と資本効率の向上を実現しています。

＜ポートフォリオマネジメントの軌跡＞

＊: 英国の非日系ビジネスおよび欧州大陸における収益性の低い
　 一部の非日系ビジネス（ロイズビジネスは継続）

買収合意後のPureの
Ross Buchmueller CEO来日時 DFG買収クロージング

Kiln買収クロージング PHLY買収クロージング

HCC買収クロージング

事業分散の追求

2020年2月買収 2022年6月営業開始

地域分散の追求
新興国市場での事業展開の布石確保

2018年8月
買収

2021年2月
営業開始

2018年12月
出資

欧米での本格展開

2008年12月買収

2008年3月買収

米国での成長と事業分散の推進

2015年10月買収

2012年5月買収

非日系ビジネスへの
進出強化

新興国
損保

新興国
生保

Tokio Millennium Re
再保険子会社

事業ポートフォリオの見直し

（～2000）
主に日系企業
向けビジネスを
中心に展開

2000 2007 2012 2015 2018 2020 2022

2019年1月以降ランオフ
欧州非日系ビジネス＊

2019年3月売却

Tokio Millennium Re
再保険子会社

2020年9月売却
エジプト生保タカフル

2022年6月売却合意
Highland

In

Out

＜リスク分散によるリスク低減効果＞

■ 国内損保（保険引受）　■ 国内損保（資産運用）　■ 国内生保　■ 海外保険　■ その他

分散前
4.0兆円

37%

30%

9%

17%

7%

分散後リスク量
2.6兆円

分散後リスク量
3.3兆円

分散前
6.3兆円

26%

25%10%

25%

13%

2022年度
低減効果 ▲48%2012年度

低減効果 ▲36%

リスクポートフォリオを入れ替えてきた実績はP.49ご参照

＊: 英国の非日系ビジネスおよび欧州大陸における収益性の低い
　 一部の非日系ビジネス（ロイズビジネスは継続）
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当社は資本市場からM&A巧者と言われることがありますが、成功のポイ
ントは、当社の買収三原則である「カルチャーフィット」・「高い収益性」・
「強固なビジネスモデル」と、厳格な定量基準にあります。最も重視してい
るのはカルチャーフィットですが、勿論定量基準を満たせない買収はしま
せんし、効果的にリスク分散ができ、シナジーも発揮できる案件のみを対
象とし、厳格な規律を持って実行しています。
また、過去から変わらない当社のM&Aの特徴は、“invasive（侵略的）”な
買収ではなく、被買収会社の“autonomy（自主性）”を尊重するという点で
す。もともと強固なビジネスモデルを確立している被買収会社が東京海
上グループでシナジー効果も享受し、更に自律的に成長しています。ま
た、世界中を見渡しても、当社のように“federated（連邦的）”ベースでグ
ループ経営をしている会社はそう多くなく、当社のグループ一体経営の特

徴とも言えます。実際に、当社の海外利益を牽引している欧米5社いず
れにおいても、グループ入り後にシナジーも発揮しながらマーケットを上回
るボトムライン成長を実現しており、北米では企業向け保険分野で
Top12の地位も確立、スペシャルティ保険の分野でみるとトップクラスの
プレイヤーとなっています。
なお、足元、大型M&Aの実行については、バリュエーションが高いこと、
新型コロナウイルスによってカルチャーフィットの確認が難しいことを背景
に、忍耐強さが必要だと認識しています。従って、直近のポートフォリオマ
ネジメントの事例としては、カナダ子会社の新設やグループ会社が主体
的に実行するボルトオンM&A（P.127参照）が中心になっています。
 

カルチャーフィット・Autonomyを重視した厳格な買収基準

ポートフォリオの最適化に向けては、事業を「買う」だけではなく、フォ
ワードルッキングに事業を見極め、「売却」していくことも重要です。
2022年度においても、当社グループであるTMK傘下子会社、
Highland Insurance Solutions,LLCの売却を決定しました。同社
は、米国における建設工事保険等を主力商品として取り扱う保険代
理店です。2015年の引受開始より建設工事保険のマーケットは急
速に拡大していましたが、収益のボラティリティが高く、TMKが2018
年より継続的に取り組んでいる引受ポートフォリオの見直しプロジェク
ト（自然災害の影響を受けやすい財物種目の依存度を下げ、ハード
マーケットを活かせる賠責保険等の割合を高めるもの）の中で、今回
の売却を決定したものです。2021年のインフラ投資を促進する法案

成立が追い風となって、建設工事マーケット自体は今後も拡大する見
通しであり、新規参入もなされている今こそが売却の機会であると判
断しました。売却に伴い創出した資本・資金の使途は現時点で未定
ですが、更なるリスク分散・成長へと振り向けていきます。今後も、ポー
トフォリオマネジメントを絶え間なく回し続けていくことにより、事業環境
の変化が激しく、将来の予想がつきにくい昨今においても、更なるリス
ク分散を図り、安定的な利益成長と資本効率の向上を実現していき
ます。
 

フォワードルッキングな事業の売却

2021年12月に設立したカナダの新会社Tokio Marine Canada 
Ltd.（以下「TMC」）が、2022年6月より正式に営業を開始しまし
た。世界第8位の市場規模、収益性に加え規制や法制度等のビジ
ネス環境の整ったカナダマーケットでの収益獲得を企図したもので
す。
事業の成功に向けて、カナダで2度の保険事業新規立上げを成し
遂げたMichael George氏をCEOとして招き、その他の幹部社員
についても、現地市場における豊富な経験や知見を有している人
材を置いています。

TMCはスペシャルティ種目をはじめとした企業向けの損害保険事
業を展開し、現地企業への保険の提供、ならびに当社グループ会
社のカナダにおける保険引受のサポートを事業の両輪としていま
す。開業5年後には収入保険料で数億カナダドル（数百億円）規模
の保険会社になることを展望しており、当社のリスク分散と安定的
な利益成長に大きく寄与するグループ会社に成長させていきます。

カナダにおける新会社 Tokio Marine Canada Ltd. の営業開始

＜厳格な買収基準＞

高い収益性

カルチャーフィット

強固なビジネスモデル

ターゲット
（買収3原則）

高い収益性
資本コスト （7%） 
+ リスクプレミアム
+ 内外金利差

ハードル・
レート

＜欧米5社の高い成長＞

＊1: 当社のトップライン・ボトムラインは、現地財務会計ベース
　　（Pureのトップラインはマネジメント会社の取扱保険料）
　　マーケットは、TMK:Lloyd’s全社、その他：北米損保
　　（出典）Lloyd’s Annual Report、S&P Capital IQ 　　　
＊2: ROIの分子は事業別利益の2022年予想、分母は買収金額

当社グループ入り後の成長＊1

マーケット

TMK

TMK マーケット

2007-2021 CAGR

＜ボトムライン＞＜トップライン＞

3.7%

5.6%

▲2.9%

▲0.8%

マーケット

TMHCC

TMHCC

マーケット

2014-2021 CAGR

＜ボトムライン＞＜トップライン＞

10.9%

5.1%

▲0.3%

1.8%

マーケット

DFG
DFG

マーケット

2011-2021 CAGR

＜ボトムライン＞＜トップライン＞

6.5%
16.2%

4.9%

12.2%
マーケット

PHLY

PHLY

マーケット

2007-2021 CAGR

＜ボトムライン＞＜トップライン＞

6.3%

3.4%

▲0.0%

1.9%

マーケット

Pure

Pure

2019-2021 CAGR

＜ボトムライン＞＜トップライン＞

16.2%

5.5%

26.3%

マーケット
データなし

当社大型M&AのROI＊2

12.1%
資本コスト

7%
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グループ各社の専門性やCapabilityをグループ全体で活用する

国・地域によって、規制や文化、社会課題などは様々ですので、当社の
事業がどれだけグローバル化したとしても、グループ会社が各国・地域
に根差した独自のビジネスモデルを構築し、圧倒的な競争優位を確立
していくことが大前提となります。実際に当社グループは、安定的に

収益を確保できる日本、高い成長率を実現する北米や新興国と、各
地域のグループ会社が「強いスタンドアロン価値」を有しています。
グローバルベースでのグループ一体経営は、まさにこの「強いローカル
の確立」があってこそ力を発揮すると考えています。

グループ各社の力強い成長

当社の強いグループ各社は、グループが持つ商品ラインアップや引受
キャパシティ、販売網といったCapabilityを徹底的に活用しながら、
強みを一層磨き、成長を加速しています。その成果は、「Revenue（保険料
の拡大）」、「Investment（資産運用収益の拡大）」、「Capital（保有
出再の最適化）」、「Cost（コストの削減）」の4分野において、グループ
シナジーという形で現れており、過去最高水準の年間約370ミリオン
ドルという利益貢献に結びついています。
具体的なシナジーの例としては、多種多様な商品ラインアップや
グローバルな販売網を活用したクロスセル（Revenue）の拡大は勿論、
資産運用に高度なノウハウを持つDFGへの運用委託を通じた資産

運用収益の拡大（Investment）、引受キャパシティの活用を含めた
保有出再の最適化（Capital）、或いはシステムの共同購入（Cost）と
いったシナジーが挙げられます。Revenueシナジーの効果は元受
保険料ベースで約800ミリオンドルまで拡大していますが、今後も更に
拡大していきたいと考えています。
現在では、このようなシナジー創出に対する論議は各社同士で自発的
に行われており、グループの一体感は更に高まっています。こうした
取組みを今後も更に加速させ、グループ全体のレベルアップに繋げて
いきます。

当社グループのCapabilityを活用したグループシナジーの創出

このように多くのグループ会社の集合体である当社は、一部の機関
投資家からコングロマリット・ディスカウントが起こっているのではないか、
と問われることがあります。当社のビジネスの大宗は保険なので、そもそも
コングロマリットなのかという議論はあるものの、当社としては、グループ

各社が各国・地域で圧倒的な競争優位を確立して、強いスタンド
アロンとなることは当然として、シナジーも拡大していくことで、しっかり
とコングロマリット・プレミアムを実現していきたいと考えています。

コングロマリット・プレミアムの実現

グループ一体経営
多様性溢れる人材を適材適所に配置することで、
専門性や知見を活用するとともに、シナジーを創出しています。

＊1: ボトムライン：当社は事業別利益、マーケットは、損保協会会員会社の財務会計利益（出典）日本損害保険協会HP　トップライン： 2021年度、NWPベース（出典）各社公表資料
＊2: ボトムライン：当社は現地財務会計利益、マーケットは、北米損保の財務会計利益（出典）S&P Capital IQ　トップライン： 2021年度、DWPベース、北米損保コマーシャル種目（出典）S&P Capital IQ

Revenue（成長）

グローバル
ネットワークの活用

Investment（資産運用）

DFGの資産運用力を
活用

Cost（コスト）

グループのリソース活用と
スケールメリット

Capital（資本）

グループベースでの
保有出再の最適化

グループシナジー
年間利益貢献額: 

USD369mn
（2021年12月末）

Cross-selling

Joint Approach

Regional Expansion

Strategic Use of Group Asset

TMNF顧客へのクロスセル

大型イベントや大企業へのJoint Approach

スペシャルティ商品の横展開

グループの高い資本力や知的・人的資本、
ネットワークの活用

Revenueシナジーの具体例

2021

799

2020

757

2019

646

2018

609

2017

403

2016

242

Revenueシナジー（元受保険料の推移）
（USD mn)

＜ボトムライン＊2＞

北米

10.1%

5.7%
マーケット

2012-2021 CAGR

＜トップライン＊2＞

M/S

No.12
海外
（北米）

＜ボトムライン＊1＞

TMNF

15.7%
12.8%

マーケット

2012-2020 CAGR

＜トップライン＊1＞

M/S

No.1
国内
損保

スタンドアロン価値 グループシナジーの創出

＜コングロマリット・プレミアムの実現＞
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これまで当社は、M&Aを通じてリスクの分散や持続的な成長を図って
きましたが、最大の成果は優れた人材と、それに伴う専門性や知見を
獲得できたことだと考えています。
例を挙げると、被買収会社のトップをグループ統括等へ起用したり、
或いはサイバーリスク等高い専門性を持った人材をグループ横断戦略
の中核に任命したりしています。2022年度からはDonald Shermanと

Christopher Williamsを新たに副社長に据え、海外や保険引受、
資産運用に留まらない、参画と活躍を求めることとしました。また、
Deputy C-Suiteの任命など7年目となるグループ一体経営は更に
進化しています。経営の重要事項に対してグローバルな知見を結集し、
決定・実行することで、グループ一体経営のレベルを更に高めていき
ます。

優れた人材を最適配置し、グループ一体経営を更に強化

グループ一体経営をサステナブルなものにしていくためには、順調な
サクセッションと次代の経営人材の育成が不可欠です。
2018年9月にはTMHCCで、2021年1月にはPHLYでCEOが交代、
サクセッションは順調に進んでいますし、退任となった元CEOについても
引き続き、当社の役員としてグループ全体をリードしています。

また、次代の経営人材の育成という観点でもトップマネジメントのネク
スト層や、更にその次の中堅ミドルクラス層に対するタレントマネジ
メントを強化し、将来のグループ経営を担う人材プールの充実に、国内
外共に取組んでいます。

順調なサクセッションと将来を担う経営人材の育成

4万人を超えるグループ社員が一体感を持って、変化に柔軟に対応し、
課題解決にあたっていくには、多様な人材をひとつのチームとして結び
付けるパーパスの浸透が不可欠です。そのために、当社ではグループ
カルチャー統括（CCO）も務めるCEOがグループの先頭に立ち、世界中
のグループ社員向けにフィジカル・リモートでのワールドツアーを実施して
います。「What is our business for?」と問いて回ることで、私たちの
仕事がお客様や社会にどのように貢献しているのか、よりお客様や社会
の課題を解決するためにはどのようなことが必要かなど、当社のパーパス
について自ら考え、対話をすることで、一人ひとりが仕事の意義を再確認
する機会にもなっています。
また、世界中のトップマネジメントが結集するミーティングの場で、パーパス
について論議したり、部門・役職を超えてグローバルにまじめな話を気楽
にする「マジきら会」を実施したりすることで、世界の隅 ま々でパーパスが
浸透している、熱意と一体感ではどこにも負けない会社をめざしています。

土台としてのパーパスの浸透

パーパスの浸透に向けた社員との対話の様子

John GlombRobert O'Leary

2021.1

現在、TMNA CEO、
PHLY会長および
HD常務として活躍

Susan RiveraChristopher Williams

2018.9

現在、HD副社長として
グループ全体をリード
（海外総括も継続）

グローバルな適材適所 実行した打ち手課 題

保険引受

資産運用

事業環境

デジタル・サイバー

サステナビリティ・
D&I

専門性の活用

Daljitt Barn

サイバー保険

Philippe Vezio

スペシャルティ

Barry Cook

再保険

Daniel Thomas

保険リザーブ

海外トップマネジメント

Robert O’Leary
常務執行役員

Brad Irick
執行役員
（2022.4~）

副社長執行役員（2022.4~）
共同CIO（Investment）

Donald Sherman

副社長執行役員（2022.4~）
共同CRSO（Retention）
Co-Head of Int’l Business

Christopher Williams

執行役員
José Adalberto Ferrara

執行役員
Susan Rivera

Deputy CLCO
（Legal&Compliance）
（2022.4~）

Randy Rinicella

Deputy CDO（Digital）
（2022.4~）

Gus Aivaliotis

Deputy CITO （IT）
（2022.4~）

Robert Pick

Deputy CDIO（D&I）
（2022.4~）

Caryn Angelson

● レベニューシナジーの創出
● グループ保有・出再戦略の策定・実行

● インベストメントシナジーの創出
● 金利リスクの適切なコントロール

● Postコロナ戦略の策定
● リザーブ検証体制の構築

● グループの高度なデジタルケイパ
ビリティを集約

● グループベースのサイバーリスク管理

● グループ全体のサステナビリティ
戦略・目標の策定

● ダイバーシティ・カウンシルの創設

<グローバルなグループ一体経営> ＜順調なサクセッション＞

経営スクール

● 国内の若手リーダークラス向け研修
● 9ヶ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

● 多くの体験型プログラムを通じて経営
人材に求められる広い視野や変革する
力を習得

リーダーシップについての対話の様子

Middle Global Leadership Development Program

● 主に海外のミドル層向け研修
● 東北の被災地を訪問し、震災時の行動
や想いに触れ、保険の意義や“Good 
Company”の意味を体感

● グループシナジーの発揮について経営に
プレゼンを行い、実際のシナジー拡大に
繋げる

東日本大震災の
被災地を訪問

経営への
プレゼンの様子

Global Executive Program

● 国内・海外のシニア層向け
研修

● 過酷な環境で寝食を共に
することで、参加者間で強固
な信頼関係を構築すると
同時に、グループ横断での
シナジー拡大に繋げる

アメリカ領サモア沖での
過酷な洋上研修の様子

船内の宿泊ベッド

経営フォーラム

● 国内の部店長クラス向け
研修

● 経営戦略に関する論議、
役員への戦略提言を通じ
て、参加者の経営ビジョン
構築能力を高める

最終発表会の様子

国内外グループ横断のタレントマネジメント

経営マインドを培う各種研修

● C職等によるグループ横断のタレントマネジメント論議を実施（2019年9月～）
● これまで10回に亘り、国内外約60名のキャリアディベロップメントプランを論議

＜次代の経営人材の育成＞

小宮CEOによるリモートでのワールドツアー（CEO会議）
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デジタルを活用したイノベーションの創出知的資本戦略

当社は、有事における「保険金のお支払い」に留まらず、事故を未然に防ぐ、
仮に発生してもその負担を軽減する、そして早期に復旧し、再発を防止する、
こうした「事前・事後」の安心も合わせて提供することで、お客様を「“いつも”
支えることのできる存在」に進化することをめざしています。そのために、
デジタル技術と当社グループの保有データを、競争力の源泉となる重要な
知的財産・無形資産と位置づけ、これらを徹底的に活用することはもとより、
より強化するための必要な投資を戦略的・機動的に実行しております。
まず当社は、長年かつ広範な保険引受を通じて得た膨大な事故データ、
リスク情報を有していますが、これらに「意味」を持たせ、新たな商品・サー
ビスへと昇華させるためには、保険引受以外の外部の様々なデータと組み
合わせること、そしてその高度なデータ分析力が必要となります。当社は、
PKSHA Technology社やALBERT社をはじめ、多様なパートナーとの
提携等にこれまで総額数百億円規模の投資を行い、自社に蓄積する
ケイパビリティやデータを効果的に補強・進化させてきました。また、2021年

7月に立ち上げた東京海上ディーアール社に当社グループが有するノウ
ハウ・データを結集することで、今後のマネタイズの柱となる新たな保険
商品およびフィーサービスの創出を強力に推進しています。
他方、これらをデザインし、活用する人材の育成・獲得にも注力しています。
デジタル領域の専門人材を100名規模で採用するとともに、データサイ
エンティストを毎年数十名輩出する社内研修プログラム「Da t a  
Science Hill Climb」を構築。全社員のデジタルスキルを高めるための
研修等の機会を含めて、年間１億円を超えるデジタル人材育成への投資
を行っています。
引き続き、積極的な事業投資・人への投資を前提に、デジタル技術と
データを高度に活用することで、「保険引受」領域の拡大、「事前・事後」
領域への事業拡大を大胆に実行し、将来に亘る持続的な成長を実現して
まいります。

デジタル技術と保有データは当社競争力の源泉
事業投資に加え、それを活用する人材にも戦略的に投資を行い、「“いつも”支えることのできる存在」へと進化する

D&Iの推進･浸透、「人」の力の最大化人的資本戦略

保険事業を営む当社の競争力の源泉は、昔も今もこれからも「人」で
あり続けます。当社を取巻く環境が大きく変化する中で、成長を持続
していくためには、優れた人材と専門性の獲得、適材適所での活用に
加え、全世界4万人の個性溢れる社員の「個」の能力を高め続けること、
そしてその能力が掛け合わさることで新たな価値を生む「インクルーシブ」
な組織を作ることがますます重要であり、そのための積極的な投資を
実行しております。
まず、当社は、これまでのM&A等を通じて有為なタレント・専門性を数
多く獲得し、そのノウハウ・経験をグローバルベースで適材適所に活用
してきました。グループ横断で実施しているタレントマネジメントや研修
プログラムはその更なる深化を下支えするものであり、次代のグループ
一体経営を担う人材を安定輩出するための仕組みでもあります。
一方、この激しい変化の時代に、当社がめざす「社会課題解決を
通じた成長」をサステナブルに実現していくためには、特定のタレント・
専門家のみならず、全世界の多様な社員一人ひとりが、持てるスキルや

ノウハウを絶えずアップデートしながら、それぞれの持ち場で活躍する
ことが欠かせません。その観点で、例えば、東京海上日動では、ストレッチ
した役割付与と手厚いOJTサポートをベースとする人材育成サイクルに
加えて、個々の社員のニーズや発意に基づき、幅広く能力開発が図れる
新たな研修体系「学びのカフェテリア」を2021年に整備・導入したと
ともに、2022年には全社員の自己研鑽を促すための新たな手当を
創設するなど、社員の能力開発への投資を加速しています。
また、こうした「個」の能力を最大限に引き出すことに加え、チームとして
の知的コンバットを生み、新たな価値創出に繋げていくためには、ダイ
バーシティ＆インクルージョンの強化・浸透が必須であり、これを強力に
推進しています。
当社は、人的資本への継続的・積極的な投資を通じて、個と組織の
力を最大限引き出しながら、持続的な成長を実現してまいります。

4万人を超える多様な国籍・バックグラウンドを持つ社員が、個の能力を高めながら活躍できる環境を整備し、
不確実な環境・市場の中でも成長し続ける、“しなやかでたくましい会社”を創る

事業領域の拡大に伴い、求められるケイパビリティも　　　変化していきます。世の中のこれからの“いざ”をお守りし、
100年後も必要とされるGood Companyであるために、将来を　　　見据えた投資を強化し、当社の強みに更なる磨きをかけていきます。

「知的資本」と「人的資本」への投資を強化し、
必要な打ち手を講じながら「企業価値向上」に結び付けることによって、
不確実な環境においても、持続的な成長を実現していきます。

非財務資本の
強化

新たな価値創出に向けた事業の展開

ヘルスケア

モビリティ

防災・減災

サイバー

独自の
リスクデータ
プラットフォーム

など

新たな価値提供

新たなリスクや、従来は困
難であったリスクの引受
（補償提供）の実現

早期検知・予防領域での
新技術・ソリューションを
保険商品と一貫で提供

リスクの可視化や将来予
測等に基づき、顧客・地域
社会の行動変容を促すこ
とで、より良い社会（事故
がなくなる・健康になる等）
の実現

“いざ”という時を
支えるため、

“いつも”支えることが
できる存在へ

data
● 当社独自のリスクデータ
　プラットフォーム
● 高度なデータ分析体制

digital
● 最先端テクノロジーや
　IoTデバイスの研究・活用

design
● アジャイル開発
　実装体制

d
REVEAL
予兆を検知する、
リスクを明らかにする

REDUCE
リスクを減らす、
事故をなくす

REFINE
良くする、健康になる

RETAIN
新たなリスクや
従来あまり引き受けて
こなかったリスクを引受

RESILIENCE
レジリエントな
地域社会の実現

R

リスク
アルゴリズム
事業

保険に
留まらない
リスク

ソリューション

データドリブン
商品

3

2

1

グループと連携しながら
様々な「R」を広めていく

海外グループ会社

など

グループのデータ分析・
ソリューション開発力強化

グループの
高度なデジタル・
ケイパビリティを集約

AlgoNaut社・
PKSHA社との
戦略的JV

D&I
成長戦略の
キーサクセス
ファクター

競争優位性 グループ総合力の発揮

多様性を武器に、世界中の
お客様の抱える様々な課題に対して、
最適なソリューションを提供する

生産性の向上

マイノリティーに属する社員も含めて、
全社員が十分に能力を発揮できる
職場環境を整備し、機会損失を最小化する

グループ内の優れた人材を有効活用し、
グローバルベースのシナジーを

更に発揮する

トップタレントの確保

多様な人材が活躍できる
インクルーシブな職場環境を整備し、
優秀な人材を巡る熾烈な競争を制する

デジタルを活用したイノベーションの創出
M&AとPMIの実行力の強化（P.24～27）知的資本戦略

D&Iの推進･浸透、「人」の力の最大化
グループ一体経営（P.30～31）人的資本戦略

＜東京海上ディーアール（TdR）を通じたグループとしての取組み全体像＞

東京海上ホールディングス 統合レポート 2022032 東京海上ホールディングス 統合レポート 2022 033

パーパスストーリー ｜ 私たちの強み ｜ 非財務資本の強化1
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1,000

500

社会課題の解決と持続的成長の歩み
お客様や社会の“いざ”をお守りしたい。この想いを起点に、当社は1879年の創業以来、時代と共に変化する様々な社会課題の解決に貢献して
きました。創業当初は海上保険100％でスタートした当社ですが、現在、海上保険の売上は全体の2％に過ぎません。それだけ当社は世の中の
変化に合わせて事業を変化・拡大させながらお客様からの支持を獲得してきたということであり、結果として利益成長や株主配当の拡大にも
繋がっています。今後も３つの強みをたゆみなく磨き続けることでお客様や社会の“いざ”をお守りし、更なる成長を実現していきます。

＊1:収入積立保険料を除く
＊2:2001年度以前は東京海上、2002年度以降は東京海上日動に加え、日新火災なども合算した保険料を表示
＊3:東京海上HDが設立された2002年度以降の保険料を表示
＊4:資本水準の調整として実施した一時的な配当は含まない

元受正味保険料＊1（棒グラフ）と配当総額＊4（折れ線グラフ）の推移

配当総額＊4国内損保＊2 海外保険＊3

日本初の
保険会社として創業

東京海上HD設立

20212015201020052000199519901985198019751970196519601879 （年度）

日本初の自動車保険

1914 日本

日本初の賠償責任保険
（認可取得）

1957 日本

日本初の積立ファミリー
交通傷害保険

1975 日本

公的保険に先がけた
介護費用保険

1989 日本

生命保険事業への進出

1996 日本

サイバー保険

1999 欧州（キルン）

マイクロインシュアランス

2001 インド

日本初の生損保
一体型商品「超保険」

2002 日本

自動運転における
被害者救済特約（日本初）

2017 日本

再生可能エネルギー拡大の後押し
（洋上風力発電向け
パッケージ保険発売、GCube社買収）

2020 日本・欧州

保険料（兆円）
配当（億円）

配当1,739億円

保険料4.48兆円

4.0

3.0

2.0

1.0

海上保険を通じて貿易の積
荷を海難事故からお守りし、日
本の経済・社会の発展に貢献

＜当社の社会課題解決と成長の軌跡＞

最近の課題解決の事例

あおり運転をはじめとした交通トラブル

2021年 自動車保険
「2カメラ一体型ドライブエージェントパーソナル」の開発、
保険の力で安心・安全なカーライフの実現をめざす
近年社会課題化してきた、あおり運転
をはじめとした交通トラブル。当社は、
自動車保険の特約の形で、通信機能
付きの2カメラ一体型ドライブレコー
ダーを日本で初めて導入しました。
これにより、1台で前方と後方の同時撮影が可能となり、お客様
は、あおり運転や被追突事故の映像を記録することができるように
なりました。また、業界初のSOS発信機能も搭載し、あおり運転
に遭遇した際のアドバイスや車内で急に体調が悪くなった際の
救急車の要請も可能に。その他にも、片寄り警告や前方車両接近
警告、わき見運転の警告といった自動車事故対策としても活用
できるなど、保険の力で安心・安全なカーライフの実現に貢献して
います。

2020年 GCube社買収、保険の力で
再生可能エネルギーの普及を後押しする
全人類共通の課題である気候変動。
2020年5月、当社は、保険の力で
再生可能エネルギーの普及を後押し
するために、世界各地で再生可能
エネルギー事業分野の保険を引き
受けるリーディングプレイヤーであるGCube社を買収しました。
本買収を通じて、当社は、再生可能エネルギー事業分野の保険に
関する高度なアンダーライティング力・リスク評価力・損害サービス
対応力等の事業基盤を獲得、再生可能エネルギー事業分野の
成長を保険事業の面から、積極的に支援し、その結果として当社
の収益拡大も実現しています。

気候変動

2020年 「コロナワクチン輸送に係る貨物保険」の開発、
保険の力でパンデミックの終息に貢献
新型コロナウイルス感染症の感染
拡大は、人々の生活や経済活動に
大きな影響をもたらしました。
こうしたパンデミックの影響を保険の
力で全てカバーすることは簡単では
ありませんが、当社はパンデミックの早期終息をめざし、「コロナ
ワクチン輸送に係る貨物保険」を開発しました。ワクチンは適温
から外れると使用できなくなる特性から、保険の引受が難しいところ、
当社英国子会社のTMKが、ワクチン輸送車へのIoT機器の設置
を通じて、「ワクチン輸送中の変温リスク」を補償する貨物保険を
ロイズと開発しました。ワクチンが適温から逸脱した際には、3日
以内に保険金をお支払いすることで、途上国への円滑なワクチン
輸送に貢献しています。

パンデミック

東京海上ホールディングス 統合レポート 2022034 東京海上ホールディングス 統合レポート 2022 035

パーパスストーリー ｜ 終わりに ｜ 社会課題の解決と持続的成長の歩み1
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現在の姿

パーパスを起点に社会課題を解決し続けてきた結果として世界トップクラスの保険会社に成長した当社は全てのステークホルダーへ
価値をバランス良く提供しています。

お客様 社員

＊7:ネットプロモータースコア（顧客ロイヤルティ、顧客の継続利用意向を知るための指標）
　　PHLY・Pureは2021年データ
　　（出典）Customer GURU, NICE Satmetrix 2022 Consumer Net Promoter Benchmark Study

＊8:5点満点（国内外のグループ会社、当社の合算）
＊9:部門を超えて、手上げで課題解決に取り組む制度

世界中で“いざ”を支えた結果としての評価 意欲・活力に溢れた従業員集団

88.3%

TMNF お客様満足度
(2022)

プロジェクトリクエスト＊9の参画者
(2020年9月スタート)

満足
どちらでもない
不満

47 52
61

70 4.3 361

NPS＊7 Group Attachment＊8

Apple Intel Pure PHLY 2021 2020 2021

33

社会 未来世代

＊10:自社の事業活動に伴うもの（Scope1+2+3（カテゴリ1,3,5,6））

事業活動を通じたサステナブルな社会への貢献 子供たちの生きる力を育む責任

みどりの授業：約5.8万人が受講

ぼうさい授業：約6.4万人が受講
（2022年3月末累計）

カーボン・ニュートラル＊10を9年連続で達成

CO2排出量 C02吸収・固定・削減量

20212013
0

10

（万トン）
20

社会課題を解決し続けてきた現在の東京海上グループ

株主

＊11:Total Shareholder Return：配当再投資後のキャピタルリターン、2012年4月1日の株価を100とした指数　ピア: Allianz、AXA、Chubb、Zurich　（出典）Bloomberg

利益成長を通じた世界トップクラスのTSR＊11（過去10年）

2012年4月 2022年3月末

■　　　 437

■ピア1　383

■ピア3　364

■ピア2　356

■ピア4　352

3.0%
▲1.0%

TMK
M/S

M/S

M/S M/S

M/S

マーケット

2012-2021 CAGR

<ボトムライン＊3> <トップライン＊3>

<トップライン＊6>

No.4
(Lloyd’s)

2012-2020 CAGR

15.7%
12.8%

<ボトムライン＊4> <トップライン＊4>

マーケット
TMNF M/S

No.1

2012-2021 CAGR

10.1%
5.7%

マーケット
北米

<ボトムライン＊5> <トップライン＊5>

M/S

No.12

<ボトムライン＊6>

Thailand

Singapore

Malaysia

India

No.4

No.10

No.7

No.13

<ボトムライン＊6> <トップライン＊6>
中南米

2012-2021 CAGR

18.2%

マーケット
データなし

M/S

No.7

Brazilアジア

2012-2021 CAGR

28.1%

マーケット
データなし

＊3: ボトムライン：当社は現地財務会計利益、マーケットは、Lloyd’s全社の財務会計利益
　　（出典）Lloyd’s Annual Report、S&P Capital IQ
　　トップライン：2021年度、GWPベース
　　（出典）S&P Capital IQ
＊4: ボトムライン：当社は事業別利益、マーケットは、損保協会会員会社の財務会計利益
　　（出典）日本損害保険協会HP
　　トップライン：2021年度、NWPベース
　　（出典）各社公表資料

＊5: ボトムライン：当社は現地財務会計利益、マーケットは、北米損保の財務会計利益
　　（出典）S&P Capital IQ
　　トップライン：2021年度、DWPベース、北米損保コマーシャル種目
　　（出典）S&P Capital IQ
＊6: ボトムライン：当社は事業別利益、マーケットは、データがないため記載していない
　　トップライン： 2021年度、GWPベース
　　（出典）AXCO、IRDAI、IPRB、SUSEP、Swiss Re、 FSCA Financial Sector Conduct Authority

損保 時価総額ランキング

社名順位 時価総額＊2

チャブ

アリアンツ

プログレッシブ･コープ 

チューリッヒ

アクサ

トラベラーズ

AIG

東京海上ホールディングス

オールステート

中国人民保険集団

113,004

105,728

92,264

88,869

71,970

55,061

54,953

53,740

47,279

39,996

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（単位：億円）損保 利益ランキング

社名順位 利益＊1,2

アリアンツ

チャブ

アクサ

チューリッヒ

プログレッシブ・コープ

オールステート

中国太平洋保険

中国人民財産保険

東京海上ホールディングス

トラベラーズ

10,112

6,616

6,438

5,408

4,680

4,605

4,539

4,173

3,774

3,675

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（単位：億円）

＊1：東京海上ホールディングスは修正純利益、その他は財務会計利益、2017～2021年度の平均（IFRS、USGAAPなど）
＊2：2022年6月30日時点

（出典）利益ランキング：Factset　時価総額ランキング：Bloomberg

＜ステークホルダーとの“Win-Win”＞

＜世界トップクラスの保険会社＞

東京海上ホールディングス 統合レポート 2022036 東京海上ホールディングス 統合レポート 2022 037

パーパスストーリー ｜ 終わりに ｜ 現在の東京海上グループ1
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パーパスストーリーを100年先へとつなぐ
当社グループのサステナビリティ経営（価値創造アプローチ）
パーパスを起点に、拡大・複雑化する社会課題を解決し続けていくことで、当社自身も成長し続ける

＊1: 自社の事業活動に伴うもの（Scope1+2+3（カテゴリ1,3,5,6））
＊2: 主要拠点における電力消費量に占める再エネ比率

価
値
創
造
の

ス
パ
イ
ラ
ル
ア
ッ
プ

事
業
活
動
を
通
じ
た

社
会
課
題
の
解
決

当社のめざす姿 世界のお客様に“あんしん”をお届けし成長し続けるグローバル保険グループ

株主・投資家
株主リターンを持続的に
拡大する。適時適切な情
報開示と建設的な対話を
通じ、株主・投資家からの
信頼および企業価値の
向上に取組む

社員
いきいきと活躍できる機
会の提供とエンゲージメ
ントを通じ、社員による高
いパフォーマンスの発揮
に貢献する

未来世代
未来世代に持続可能な
環境を引き継ぐ

社会
誰もが安心・安全に生活
し、何事にも挑戦できるサ
ステナブルな社会づくり
に貢献する

お客様
安心と安全をお届けする
と共に、未来に繋がる挑
戦を支えることで、お客様
の健やかで心豊かな生活
の実現に貢献する

実現に貢献したい社会 誰もが安心・安全に生活し、果敢に挑戦できるサステナブルな社会

当社がリードする都市戦略に基
づいた安心・安全・快適な世界

04

全ての人々が働きがい・
生きがいを持てる世界

03

健康寿命が高まり、誰もが安心
して、自分らしく、豊かに暮らせる
世界

02

自然災害のリスクと共に歩む
レジリエントな世界

01

2023KPI 修正純利益 : CAGR+3～7%（2023見込み：5,000億円を優に突破）
修正ROE : 12%程度

経営の基盤を担うパーパス

“いざ”を支え、“いつも”支える力
詳しくは P.22～23

ポートフォリオマネジメント力
詳しくは P.24～27

グループ一体経営
詳しくは P.28～31

グループの
強み

知的資本
詳しくは P.84～85

人的資本
詳しくは P.86～87

非財務資本の
強化

社会ニーズの変化、 社会課題の多様化・複雑化

地球温暖化 人口動態の変化 コロナの感染拡大 DXの急速な進展
等

2050KPI CO2排出量 : 実質ネットゼロ （自社および投融資先）

2030KPI CO2排出量 : ▲60%（2015対比）＊1

再エネ導入比率 : 100%＊2

主な社会課題

事業活動
社会課題の解決を通じた

価値の提供

～創業時から変わらぬパーパスの実現～

リスクを検知し、
損害発生を抑制
（事前領域）

リスクを引き受け、
不安を解消
（保険事業/引受）

早期復旧、
再発防止
（事後領域）

損害を補償し、
挑戦を後押し
（保険事業/支払）

“いつも”支える “いざ”を支える

気候変動対策

D&I

災害レジリエンス健やかで
心豊かな生活

事業活動と社会課題解決を循環させることで、
強みや戦略に磨きをかけ、課題解決力を更に高める

「社会的価値」と「経済的価値」を同時に高めていく

＜100年後＞

＜過去＞
東京海上ホールディングス 統合レポート 2022038 東京海上ホールディングス 統合レポート 2022 039
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パーパスストーリー ｜ 終わりに ｜ 100年先に向けて（価値創造アプローチ）1


	220826_TM_h1h4.pdf
	220829_TM_h2_p0-1.pdf
	220830_TM_p2-19.pdf
	220829_2_TM22_p20-27.pdf



