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トップメッセージ

次の100年も、ステークホルダーの 

皆様から真に必要とされる 

「良い会社、“Good Company”」を

目指し、グループを挙げて 

たゆまぬ努力を重ねてまいります。

「To	Be	a	Good	Company」の“To	Be”には、

“Good	Company”の実現に向けて、	

限りない努力を続けていくという

私たちの強い「決意」が込められています。

取締役社長 グループCEO

永野	毅
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世界中のお客様に“あんしん”をお届けする不断の挑戦

 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

に高めていく」という経営理念のもと、「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を目指して〜」を長期

ビジョンに掲げ、その実現に向けた取り組みを進めています。私たちの掲げる“Good	

Company”とは、お客様や地域社会の「いざ」というときにお役に立つことでステーク

ホルダーの皆様からの信頼を積み重ね、それを持続的な企業価値の向上に繋げていく

「良い会社」のことを表しています。

 ここで重要なことは、短期的な利益を追求することが私たちの目的ではなく、保険事業

の存在意義である「いざ」というときにお客様や地域社会のお役に立つということが目

的であるということです。利益等の成果は、あくまでもステークホルダーの皆様からの信

頼の結果であり、信頼のバロメーターと考えています。日ごろからお客様のニーズを的確

に把握できているか、信頼に欠けているところはないか等を徹底的に考え抜き、その結

果が成果に結びつくプロセスを大切にしております。

 “Good	Company”を目指す取り組みに終わりはありません。ゴールを達成したと思っ

たらそこで私たちの進歩は止まります。“To	Be”には“Good	Company”の実現に向け

て、限りない努力を続けていくという私たちの強い「決意」が込められています。

 お客様や地域の皆様一人ひとりに真摯に向き合うこと、そして世界の動きに目を向け

ること。その両輪をたゆまず回し続けながら、皆様とともに私たちは不断の挑戦を続け

ています。

東京海上グループの

長期ビジョン

東京海上グループの

価値創造モデル

トップメッセージ

長期ビジョンを実現する仕組み

 「東京海上グループの価値創造モデル」はこの長期ビジョンを実現するための仕組み

です。

 東京海上グループは1879年の創業以来、関東大震災や敗戦、近年でいうと東日本大

震災といった幾多の難局にあってもお客様の信頼をあらゆる活動の原点におき、お客様

や社会の「いざ」を支え、新たな一歩を踏み出す挑戦を応援し続けてまいりました。

 創業後まもなく海外での営業を開始。日本にまだ1,000台しか自動車がない時代に

日本初の自動車保険を開発しました。1996年に保険業法が改正され生損保の相互参

入が認められると、ただちに生命保険事業に参入。2002年には、お客様を一生涯に	

わたって生損保両面からお守りすることをコンセプトとして、生損保一体型商品である	

「超保険」を開発しました。
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 こうした様々な取り組みを実行し、世界中のお客様の信頼を積み重ねることで着実に

成長を続け、バランスの良い事業ポートフォリオや健全な財務基盤などの強みを培って

きた当社ですが、これは、社員一人ひとりがお客様や地域社会の「いざ」を支えたいとい

う発意を持って創意工夫を行ってきた結果であり、この精神は今もグループに脈々と受

け継がれています。

 また近年は、気候変動や自然災害の大規模化、人口動態変化や格差の拡大など、環境

や社会・経済の構造が驚くほどの勢いで変化し続けており、国連も「持続可能な開発目標

（SDGs）」を掲げる等、変化へ対応していくことが今まで以上に求められています。

 保険はPeople’s	Businessといわれます。この難しい時代だからこそ、国籍、性別、

宗教、年齢、価値観などが異なる多様な社員が、やりがいを持ってお客様や社会のお役

に立てるよう生き生きと働くことが必要です。同時に、こうした多様性あふれる個性が強

くなっていけばいくほど、それらをグローバルな一つのチームとして結びつける思い、す

なわち「To	Be	a	Good	Company」というグループのコア・アイデンティティが重要に

なってきます。

 「To	Be	a	Good	Company」というコア・アイデンティティの下、多様性あふれる人

材が一つにまとまり、経営戦略やグループ一体経営、透明性の高いグループガバナンス

を推進していくことで、お客様と社会のあらゆる「いざ」を支えます。こうしてお客様や社

会との信頼を積み重ね、結果として株主リターンを高めていく。このサイクルこそ、当社

の成長の源泉であり、多様な社員のやりがいを維持・向上させ、「新しい価値」を生み出

す環境を整備することが私自身の重要な仕事の一つだと考えています。そして創出した

価値を更なる強みとし、企業価値を持続的に高めていくという好循環。これが、私たちの

価値創造モデルの考え方です。

マレーシアにおけるマジきら会の様子
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トップメッセージ

新中期経営計画 

「To Be a Good 

Company 2020」

将来のグループ像を実現するための重要期間

 東京海上グループは、世界中のお客様に“あんしん”をお届けするために、1996年に国

内生命保険事業に進出、2008年以降は海外保険事業の本格的な拡大を図り、国内損害

保険事業中心であった事業ポートフォリオを変革することに取り組んできました。その結

果、2017年度は、数十年に一度という規模の北米ハリケーンといった大型の自然災害が

多発した年となりましたが、そのインパクトを利益の15%程度に抑えることができました。

 新中期経営計画の策定に先立ち、まず、今後予想される大きな環境変化の中で、東京

海上グループがどのような姿を目指していくのかを考えました。保険業界を取り巻く事

業環境はこれまでにないスピードで変化しています。こうした環境変化は我々にとって脅

威となり得る一方で、新たなビジネスチャンスでもあります。テクノロジーの進展や社会

構造の変化により人々の暮らしの「安心」が広がる一方で、同時に新たなリスクが必ず出

現し、保険に対するニーズが生まれます。

 そこで私たちにとってポイントとなるのは、環境変化を如何に確実にチャンスに繋げら

れるかという点です。前述の強みにさらに磨きをかけ、変化を飛躍のチャンスとし、将来

にわたって成長し続けるために、グループが目指す「4つの姿」を描きました。当社独自

の「グローバル経営基盤」をベースに、「最適なポートフォリオ」、「強力なグループシナ

ジー」、「Leanな経営態勢」という競争上の優位性を構築していきます。

 こうした姿を実現することにより、安定的に二桁のROEを実現し、その安定的な利益

創出力と高い資本効率をベースに高水準の株主還元を実現したいと考えています。定量

的には、「修正純利益5,000億円超」、「修正ROE12%程度」を達成していきたいと考え

ています。

将来のグループ像

最適なポートフォリオ
今後拡大するマーケット（新興国、新種保険・医療保険等）での成長を達成し、地域・事業・	

商品の最適分散により常に安定的な収益を実現している

強力なグループシナジー
グループ一体経営を推進することで、グループシナジーを最大限発揮し、ローカル経営が一層

強化され、より高い成長を実現している

Leanな経営態勢
構造改革を進めることで、いかなる事業環境にも耐えうるLeanな経営態勢（無駄のない、	

身軽な経営態勢）が構築され、高い生産性を実現している

グローバル経営基盤
「To	Be	a	Good	Company」のコア・アイデンティティの下、多様な人材をグローバルに活

用し、強いローカル事業を支える強固なグローバル経営を実現している

12 東京海上ホールディングス  |  統合レポート 2018



最後に

 当社はこれからも、グループ一体となってお客様と地域社会のあらゆる「いざ」を支え

る取り組みを推進し、計画の達成に向けて取り組んでまいります。

 今後も株主ならびにすべてのステークホルダーの皆様とともに企業価値の向上に努

めてまいりますので、私たちのこれからの挑戦に、ぜひお力添えをお願いいたします。

ステークホルダーの 

皆様へ

 2018年度からはじまる新中期経営計画期間の3年間は、将来のグループ像を実現	

するための極めて重要なステップになると考えています。期間中は、大規模化する自然	

災害や低金利環境の継続等、厳しい事業環境が予想されますが、そのような環境下に	

おいても、将来に向けた構造改革を果敢に進め、持続的な成長を実現していくことが、	

新中期経営計画のコンセプトとなります。

東京海上グループの長期ビジョンや新中期経営計画について、	

グループCEOの永野	毅が動画でもわかりやすく解説します。

ぜひ、ご視聴ください。（約17分）

※	視聴の際の通信料は、視聴者のご負担となります。

※	本動画は、予告なく終了する場合があります。
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2,981

3,970

2014 2017

+989

前中期経営計画「To Be a Good Company 2017」の振り返り

 前中期経営計画「To	Be	a	Good	Company	

2017」では、「持続的な利益成長」、「資本効率の向

上」、「株主リターンの充実」の3本柱に取り組んでき

ました。各事業における着実な内部成長、TMHCC

の買収、グループシナジーの発揮を通じて、持続的な

利益成長を実現し、また、継続的な政策株式の売却

など、リスクポートフォリオ改善策に取り組むととも

に、機動的な自己株式取得などを通じて、資本の質

を高めてきました。

 その結果、自然災害や為替等の一過性の要因を除

いた実力ベースでは、2017年度の修正純利益は

3,970億円、修正ROEは10.0%と、計画として見

込んだ水準（修正純利益	4,000億円程度、修正

ROE	9%台後半）を達成することができました。

 2017年度の配当は20円増配の160円と、6期連

続の増配となります。自己株式取得については、2017

年度、1,500億円の実施を決定しました。前中期経営

計画期間の3年間の合計額は2,000億円に上ります。

CFO による経営戦略の解説

新中期経営計画 

「To Be a Good Company 2020」を通じて、

収益基盤の確立による利益成長と 

株主還元水準の引き上げを図ります。

専務取締役

グループCFO	

（グループ資本政策総括）

湯浅 隆行

修正純利益

（億円）

2014 2017

160

95

一株当たり配当金

（円）

+65

持続的な利益成長 資本効率の向上 株主リターンの充実

前中期経営計画の振り返り

計画

修正純利益 4,000億円程度

計画

修正 ROE 9% 台後半

計画

利益成長に応じた配当の安定的成長

	補正ベース 	修正純利益：	自然災害に係る発生保険金を平年並みに補正。加えて2017年は米国税制改

革による一時的な影響および為替変動の影響を控除

修正純資産：	2015年3月末の市場環境（ドル円レート120.17、日経平均株価19,206円）に

補正。補正前の数値はP5参照。

10.0%

7.6%

2014 2017

修正ROE

+2.4pt

自己株式取得*

2016年度 500億円

2017年度 1,500億円（上限）

*	当年度の期末決算発表日までに決定した総額
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新中期経営計画「To Be a Good Company 2020」

将来のグループ像

 新中期経営計画の策定にあたり、保険業界を取り

巻く事業環境の今後の大きな変化をチャンスに繋げ

成長し続ける将来のグループ像を、「4つの姿」として

描きました。

 まず、「最適なポートフォリオ」です。保険事業を地

理的・事業的に最適に分散させるという意味です。	

その結果として、グループ収益の安定化を図ることが

できます。

 次に、「強力なグループシナジー」ですが、グループ

各社が持つ強み・ノウハウを相互活用することで、内

部成長をさらに高めていきます。

 「Leanな経営態勢」とは、「無駄のない、身軽な	

経営態勢」という意味ですが、これを実現することで、

いかなる環境でも利益を生み出せる態勢を構築して

いきます。

 以上を支えるのが、「グローバル経営基盤」です。

Good	Companyのコア・アイデンティティの下、	

多様で優秀な人材が適材適所で活躍できるような	

グループを実現していきます。

 これら「4つの姿」を実現することにより、安定的に

二桁のROEを実現し、高水準の株主還元を実現し

たいと考えています。定量的には「修正純利益

5,000億円超」、「修正ROE12%程度」を達成して

いきたいと考えています。

*	Total	Shareholder	Return（TSR）	配当再投資後のキャピタルリターン。 2002年4月1日の株価を100とした指数	 出典：Bloomberg

トータル・シェアホルダー・リターン推移*	 2018年3月31日時点

 以上の通り、グループの「稼ぐ力」が高まり、持続

的な企業価値の向上に繋がる3年間であったと総括

しています。

 また、配当を再投資した場合のキャピタルリターン

であるトータル・シェアホルダー・リターン（TSR）を

見ると、ホールディングス設立以降2018年3月末ま

での期間において3.1倍となり、TOPIXを大きくアウ

トパフォームして推移しています。長期的に見ても、

株主価値は着実に増加しています。

2002年4月 2006年4月 2014年4月2010年4月 2018年3月0

100

200

300

400

TOPIX

215

312
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44% 45% 
3% 

CFOによる経営戦略の解説

事業別利益の推移

将来のグループ像

（イメージ）
2002 2018予想

	国内損保  	国内生保*  	海外保険  	金融・一般

*	国内生保は2002はTEV、2018予想以降はMCEVベース

96%

10%

新中期経営計画における重点課題

 新中期経営計画は、グループが目指す「4つの姿」

を実現するための極めて重要なステップになると考え

ています。大規模化する自然災害や低金利環境の	

継続等、当社グループを取り巻く環境は厳しいものと

予想されますが、「4つの姿」を実現するために、	

①ポートフォリオの更なる分散、②事業構造改革、	

③グループ一体経営の強化、の3つの重点課題に取

り組んでいきます。

1 ポートフォリオの更なる分散

 これまでグローバルな事業分散を進展させ、事業

ポートフォリオのバランスは大きく改善しましたが、

依然として地域・事業分散を拡大する必要があると

考えています。内部成長に加えてM&Aの機会も引き

続き積極的に活用し、更なる成長と事業分散を実現

します。また、地域だけでなく、事業・種目ポートフォ

リオ変革も一層推進し、損保においては新種保険、

生保においては保障性商品を拡大させていきます。

2 事業構造改革

 「Leanな経営態勢」を実現するためには、「事業

構造改革」の推進に取り組み、ぜい肉を落とし、機敏

な体制を実現させることが不可欠です。テクノロジー

の活用によって自動化できることは極限まで自動化

し、人でしか提供できない価値は感動レベルまで向

上させていくことが一貫したテーマとなります。人で

しか提供できない価値を創造するために、お客様の

ニーズと環境変化を先取りし、革新的な商品・サービ

スを投入するなど、ビジネスモデルを大きく変換して

いきます。また、最新のテクノロジーを活用し、お客

様との新たな接点を創造し、営業力強化にも取り組

みます。

3 グループ一体経営の強化

 グループ共通の価値観である「To	Be	a	Good	

Company」の一層の浸透をベースに、グローバル

ベースのシナジー発揮・ベストプラクティス共有によ

るローカル経営の強化、グローバルな人材活用の一

層の推進を通じて、グループとしての強みをさらに強

化していきます。さらに、グローバルなタウンホール

ミーティングなどを開催し、グループカルチャーを浸

透させ、一体感を向上させることで、「強力なグルー

プシナジー」の実現に取り組みます。「グループ一体

経営の強化」を加速していくことで将来のグループ像

である「グローバル経営基盤」の構築に繋げていき

たいと考えています。
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新中期経営計画の位置付け

0

160000

320000

480000

640000

800000

これまでの歩み（～2017）

将来のグループ像

  最適なポートフォリオ

   強力なグループシナジー

  Leanな経営態勢

  グローバル経営基盤

新中期経営計画（2018～2020）

「To Be a Good Company 2020」

安定した二桁 ROE

高水準の株主還元

修正 ROE

9.4%
8.9%

1.3%

修正純利益

3,720億円3,233	

億円

307

億円

2017

補正ベース

2020

ターゲット

20142011

修正 ROE 12% 程度

修正純利益 5,000億円超修正ROE

10%以上

収益基盤の確立による利益成長

株主還元水準の引き上げ
収益性の大幅改善

 重点課題

  ポートフォリオの更なる分散

  事業構造改革

  グループ一体経営の強化

3～7%CAGR

*1	2018（予想）は自己株式取得反映前ベース

*2		当年度の期末決算発表日までに決定した総額。

2017は上限。

180

55
70

95
110

140
160

50

高水準の株主還元

一株当たり	

配当金（円）

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

（予想）

2020 将来の 

グループ像

配当総額*1（億円） 383 422 537 722 830 1,053 1,176 1,305

自己株式取得*2（億円） — — — 500 — 500 1,500

一株当たり配当金は、7期連続の増配を見込む

株主還元の推移

株主還元方針

 株主還元については、配当を基本とし、利益の成長

に応じて配当総額を持続的に高めていきます。配当

性向は、平均的な修正純利益の35%以上とし、将来

のグループ像に向けて段階的に引き上げていきます。

ちなみに、2018年度の配当は20円増配の180円と

する計画です。

 また、資本水準の調整については、市場環境・事業

投資機会等を総合的に勘案し、自己株式取得等の方

法により機動的に実施します。

新中期経営計画で目指すターゲット

 こうした取り組みを通じて、修正純利益について

は、2017年度対比で年平均3〜7%の成長を目指し

ます。資本効率に関しては、修正ROEを10%以上に

高めていきたいと考えています。
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CFOによる経営戦略の解説

リスクベース経営（ERM）

 当社グループでは、新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*1）」

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資本

コスト*2（7%）を上回る資本効率を実現する経営を行

い、財務の健全性を確実に維持しながら企業価値の

持続的な拡大を目指します。

 この「ERM」を実践するための仕組みとして「ERM

サイクル」があります。「ERMサイクル」とは、リスク

アペタイトに基づき事業計画を策定、資本配分を決

定した上で、振り返り、評価を行うサイクルです。

 ERMサイクルでは、まず、「どのような事業領域でど

のようなリスクをどの程度まで取ってリターンを獲得

するか」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

設定します。当社グループは、主に保険事業（保険引

受および資産運用リスク）においてリスクテイクを行

い、保険引受においてはリスク分散、資産運用におい

てはリスク対比で収益性の高い投資を、それぞれ留意

することで資本効率の向上を図り、将来的に12%程

度のROE実現を目指しています。また、健全性の観

点では、AA格相当の資本を維持することを目指して

います。こうした基本的な考え方や、リスク区分別・

事業分野別の具体的なリスクテイク方針を「リスク	

アペタイト・フレームワーク」として定めています。

 次に、各グループ会社はこの「リスクアペタイト・

フレームワーク」に基づいて事業計画案を策定しま

す。東京海上ホールディングスは、財務の健全性と収

益性のバランスを維持しながら持続的な成長を実現

できる内容となっているかというグループ全体視点に

基づき検証し、事業計画や各事業分野への資本配分

を決定します。配分された資本に基づくグループ会

社での取り組み成果については、毎年振り返り、必要

な改善を行います。

 なお、財務の健全性については、エコノミック・ソ

ルベンシー・レシオ（ESR）の考え方をベースに、規律

をもって運営しています。リスクをAA格の信頼水準

の99.95%バリューアットリスク（VaR）で計量評価し、

財務会計上の連結純資産をベースにした「実質純資

産」との比をとることでESRを算出しています（ESR=

実質純資産／リスク）。ESRのターゲットレンジは

150〜210%としています。

*1 ERM	：	Enterprise	Risk	Management	

*2 資本コスト：	投資家が投資先企業に期待する収益率のことをいいます。当社

グループでは、CAPM法（資本資産評価モデル）により算出して

おり、成果指標の策定や事業投資の判断に活用しています。

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

		事業投資、追加的リスクテイク、株主還元を実施

Target Range

		事業投資、追加的リスクテイク、株主還元を柔軟に検討

		利益蓄積による資本水準回復を目指す

		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

		リスク削減の実施

		資本増強の検討

		株主還元方針見直しの検討

210%

150%

100%
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新中期経営計画のフレームワーク

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

リスクベース経営を基軸に、健全性を確保しつつ戦略的に資本配分を行い、利益成長を達成する

利益成長 健全性確保株主還元の充実

戦略的資本配分

利益の創出

リスクベース経営

（ERM）

 先ほどご説明した新中期経営計画も、基本的に	

このERMサイクルに準じて策定されています。下図

は、新中期経営計画を、ERMの観点で整理したもの

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」を実現するとともに、	

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、それがさらに次の成

長に繋がることを目指しています。
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グループ一体経営

 当グループの事業拡大・グローバル化に伴い、	

グループの経営課題も国内外、生損保の多岐にわ

たっています。

 長期的に価値創造力を高めていくためには、	

「グループ一体経営の強化」を通じた「グループ総合

力の発揮」が重要となり、それを支える仕組み・体制

が必要となります。当社では、国内外のグループ会社

の専門性・強みをグループ全体の強みに結びつける

ために、グループチーフオフィサー制の導入や委員

会の機能強化に取り組み、グループ一体経営を推進

しています。

 グループチーフオフィサー制は、特定の分野につい

てグループ全体の戦略・方針等をグループチーフオ

フィサーが総括する仕組みのことで、グループ横断の

横串機能発揮が期待できます。2016年4月の体制変

更後も、デルファイ社	COO	の共同グループCIO	就

任、TMHCC	社	CEO	の共同グループCRSO就任に

より、横串機能のグローバル化を図るとともに、	

サイバーセキュリティ管理を総括するグループCISO、

グループ共通の価値観の浸透を推進するグループ

CCOを新設する等、体制強化を進めています。

 また、グループ横串で経営課題を議論し、国内外の

知見・ノウハウを有機的に結びつける場として、各種

委員会を設置しています。リスク管理や資産運用戦

略等、グループ横断の課題について、グループチーフ

オフィサーや国内外のトップマネジメントが議論し、グ

ループとして最適な意思決定ができるよう委員会を

活用しています。

 さらに、多様な人材の能力を最大限に引き出すグ

ループ人材戦略の推進にも注力し、アクチュアリーや

デジタル戦略等の専門分野において、グループ海外

人材や外部の専門人材の活用にも積極的に取り

組んでいます。

 こうした取り組みによって、コーポレート機能の	

グローバル化・強化を図り、グループシナジーをはじ

めとしたグループ総合力の発揮に繋げています。

Charles Franks

執行役員	

兼	Tokio	Marine	Kiln	Group	CEO

1

Christopher J.B. Williams

執行役員 共同グループCRSO 	

兼	TMHCC	CEO

2

Robert D. O’Leary

執行役員	

兼	Philadelphia	President&CEO

32

5

1

4

3

Ian Brimecome

専務執行役員

4

Donald A. Sherman

常務執行役員 共同グループCIO	

兼	Delphi	President&COO

5
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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

グローバル化・強化

グループチーフオフィサー

チーフ 
オフィサー名

総括分野 担当役員

CEO
グループ	

最高経営責任者 取締役社長 	

永野	毅
CCO グループカルチャー総括

CFO グループ資本政策総括
専務取締役	

湯浅	隆行

CRO グループリスク管理総括
取締役副社長	

藤井	邦彦

CSSO
グループ事業戦略・	

シナジー総括 専務取締役 	

岡田	誠
CDO

グループデジタル	

戦略総括

CRSO
グループ保険引受・	

保有政策総括

常務執行役員 	

川口	伸吾

Co-CRSO
共同グループ保険引受・

保有政策総括

執行役員	

Christopher	J.B.Williams

CIO グループ資産運用総括
専務取締役 	

藤田	裕一

Co-CIO
共同グループ	

資産運用総括

常務執行役員	

Donald	A.	Sherman

CHRO グループ人事総括
常務執行役員 	

中村	一彦

CITO グループIT	総括
常務執行役員 	

稲葉	茂
CISO

グループサイバー	

セキュリティ管理総括

委員会体制

委員会名称 主な議論テーマ

ERM	Committee グループのERMに関する戦略・方針、態勢整備等

IEC（International	Executive	Committee） 海外保険事業、海外M&Aに関する戦略・方針等

GRSC（Global	Retention	Strategy	Committee） グループの保険引受・保有再保険に関する戦略・方針等

GISC（Global	Investment	Strategy	Committee） グループの資産運用戦略・方針、金融事業戦略

GITC（Global	Information	Technology	Committee） グループのIT戦略・方針、情報セキュリティ等

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

委員会

国内外の 

トップマネジメントが 

グループの様々な 

経営課題を論議

主な経営課題

		リスク管理

		海外事業

		資産運用

		保有政策

		IT	等

グループ一体経営のグローバル化・強化に向けたこれまでの主な取り組み

2016年4月	 		グループチーフオフィサー制の導入

	 			海外トップマネジメントの参加等、既存委員会（ERM	Committee、IEC、GISC）の強化

	 		委員会の新設（GRSC、GITC）

2016年6月	 		北米デルファイ社	COO	のDonald	A.	Sherman	が共同グループCIO	およびGISC	共同委員長に就任

2017年4月	 		サイバーセキュリティ管理を統括するグループCISOを新設

	 	グループの中長期戦略およびグループシナジー創出を統括するグループCSSOを新設

2017年6月	 		北米TMHCC	社	CEO	のChirstopher	J.B.	Williams	が共同グループCRSO	およびGRSC	共同委員長に就任

	 		グループ共通の価値観の浸透を推進するグループCCOを新設

2018年4月	 	デジタル戦略を統括するグループCDOを新設
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東京海上グループのリスクベース経営（ERM*）態勢

 東京海上グルー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、地政学リスクをはじめとした新たなリスクの

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、東京海上グループでは、リスク

軽減・回避等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

網羅的に把握した上で、これらのリスク情報を有効に

活用して会社全体の「資本」・「リスク」・「リターン」を

適切にコントロールするERM態勢の強化に取り組ん

でいます。

*	ERM：Enterprise	Risk	Management

定性的リスク管理

 定性的リスク管理においては、環境変化等により

新たに現れてくるリスク（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は、経済的損失額

や発生頻度といった要素だけではなく、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、	

業務継続性等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（P23の表参照）。

 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り資本の十分性を検証する

とともに、リスク発現前の制御策およびリスク発現後

の対応策を策定し、PDCA管理を行っています。

CROメッセージ

グローバルな事業展開の進展に伴う

リスクの多様化・複雑化に対応するために

リスクベース経営（ERM）態勢の

一層の強化に取り組んでいきます。

取締役副社長	

グループCRO	

（グループリスク管理総括）

藤井 邦彦

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

リスク量の計測

エマージング	

リスクの	

洗い出し、特定

リスク量実績	

モニタリング

重要なリスクの	

PDCA管理

ストレステスト

重要なリスクの	

特定、評価
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定量的リスク管理

 定量的リスク管理においては、格付けの維持および

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、AA格相当の信頼水準（99.95%）で

算出したバリューアットリスク（VaR）という統計的な

リスク指標を用いて、グループ会社から提出された事

業計画に係るリスクの潜在的な損失額を定量化し、

そのリスク量を実質純資産*と比較することで資本の

十分性を確認しています。

 2018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5.1兆円、リスク量は2.5兆円でした。こ

の結果、実質純資産のリスク量に対する比率を示すエ

コノミック・ソルベンシー・レシオ（ESR）は201%とな

り、資本が十分な水準にあることを確認しています。

 こうした検証結果は、リスク量実績のモニタリング

結果やリスクの状況等とあわせて、取締役会等に年

2回報告しています。

 また、上記の資本の十分性検証を補完することを

目的として、ストレステストを実施しています。ストレ

ステストにおいては、頻度は低いものの発生すれば

影響が甚大となるシナリオ（巨大な自然災害や世界

の金融資本市場の混乱等）を用いて検証しています。

*		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

等の資本性負債、生保保有契約価値等を加算する一方、株主還

元予定額やのれん等を控除して算出します。

ERM 態勢強化に向けた取り組み

 東京海上グループでは、上記のようなERMの仕組

みによって、財務の健全性と収益性双方のバランスに

配慮しながら、企業価値の持続的拡大を図っていま

すが、多様化・複雑化するリスクに適切に対応するた

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。

 前中期経営計画中においては、より高度な経営判

断を行うために、適時性および信頼性の高いリスク情

報を把握するためのシステム構築を行いました。また、

ERM委員会のメンバーに海外主要拠点の経営者を加

えてグローバルな知見を取り入れ、東京海上グループ

を取り巻く様々な経営課題についての論議を行い、	

具体的な施策の実行に繋げました。さらに、海外	

グループ会社におけるリスク管理の高度専門人材の

東京海上ホールディングスへの登用を進めました。

 今年度からスタートした新中期経営計画「To	Be	

a	Good	Company	2020」においては、「安定した	

二桁ROEと高水準の株主還元の実現」を目指し、

ERM態勢の一層の強化、インテリジェンス態勢の拡

充および人的資源の強化の3点に引き続き取り組み

ます。

 ERM態勢の一層の強化については、国内外拠点

におけるガバナンス態勢等の整備、グループ資本・資

金の管理態勢の高度化、資本・リスクの状況に応じ

たリスク戦略（リスク区分・事業単位ごとのリスクテイ

ク方針）の継続的論議などを行います。インテリジェン

ス態勢の拡充については、自然災害リスク等の既存

リスクに加え、サイバーリスク等のニューリスクの把

握・分析・レポーティング態勢の充実を行っていきま

す。人的資源の強化については、「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、グループ一体経営に資する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きます。

 重要なリスク（2018年度）

 1	 国内外の経済危機、金融・資本市場の混乱

 2	 日本国債に係るリスク

 3 国内巨大風水災

 4	 国内巨大地震（含む富士山噴火）

 5	 海外巨大自然災害

 6	 サイバーリスク

 7	 革新的新技術による産業構造の転換

 8	 コンダクトリスク*

 9	 海外規制への抵触

 10	 テロ・暴動

 11	 パンデミック

*		不正行為、不適切な対応、社内や業界慣行の世間との乖離等により、顧客保護、市場の健全性、有効な競争、公益等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

ESRの状況

2018年3月末

実質純資産

5.1兆円リスク

2.5兆円

201%

23東京海上ホールディングス  |  統合レポート 2018

経
営
戦
略
セ
ク
シ
ョ
ン



CSSO&CDOメッセージ

グループ横断での中長期戦略への取り組み

 当社グループを取り巻く事業環境・競争環境は、

想定を遥かに超えるスピードで変化し、そのスピード

も加速しています。人口動態の変化を含む社会構造

の変化や自動運転技術の進化といったテクノロジー

の進展は、将来の保険ビジネスに大きな影響を与え

ると想定しています。

 こうした環境変化は、グループにとって、「脅威」と

なりうる一方、新たなビジネスチャンスとも捉えるこ

とができます。私たちは、変化を「チャンス」と捉え、先

手を打って様々な取り組みに「挑戦」していくことで、

持続的な成長を実現していきたいと考えています。

 このような考えの下、2017年4月に、CSSO（Group	

Chief	Strategy	&	Synergy	Officer）を新設しまし

た。CSSOは、グループの中長期戦略およびグループ

シナジー創出の統括責任者として、主に以下の役割

を担っています。

 1つ目は、グループを取り巻く事業環境・競争環境

の変化を踏まえ、グループとして中長期的に目指す姿

を描き、実現のための経営課題を明確化することで

す。そのうえで、先手を打って取り組むべき課題につ

いては、スピード感を持って実行していきます。2つ目

は調査・研究機能を強化し、グループの持続的な	

成長に繋げることです。不透明で不確実性が高まって

いる環境下においては、調査・研究機能の重要性は

ますます高まってきていると認識しています。そして、

3つ目は、当社グループの強みであるグローバルネッ

トワークとグループ各社の高い専門性を活用し、

「Revenue（成長）」、「Investment（資産運用）」、

「Capital（資本）」、「Cost（コスト）」の各分野におい

て、様々なシナジー創出を加速させることです。

 グループ全体の価値向上に向けて、グローバル

ベースでのシナジーの更なる発揮、ベストプラクティ

スの展開によるローカル経営の一層の強化に取り	

組むことで、新中期経営計画の重点課題として掲げる

「グループ一体経営の強化」を推し進めていきます。

テクノロジーの進化による、 

急速な事業環境変化を 

当社の強みに繋げていきます。 

また、グループ各社それぞれの強みを活用し、 

シナジー効果の創出に取り組んでいきます。

専務取締役	

グループCSSO&CDO	

（グループ事業戦略・シナジー総括、グループデジタル戦略総括）

岡田 誠
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高度化

これまでの主な取り組み 今後の取り組みの方向性

グローバルなネットワークを活用し、

レベニューシナジーを拡大

Delphiの資産運用力等を活用した

資産運用収益の拡大

グループベースでの

保有出再の最適化

グループリソースの効率的な活用と

規模を活かしたコスト削減

成長
Revenue

資産運用
Investment

資本
Capital

コスト
Cost

新たな価値創造に向けたデジタルの徹底活用

 2018年4月に、デジタル戦略の統括責任者として、

CDO（Group	Chief	Digital	Officer）を設置し、	

グループの競争力向上に繋げるべく、デジタル戦略

のグローバル展開を進めています。

 具体的には、以下の3つの観点で取り組んでいます。

 1つ目はテクノロジーを徹底的に活用することで、

“新しい価値”を生み出し続けることです。最先端の

テクノロジー、デジタル技術を駆使することで、これま

で私たちが気付かなかった領域、保険商品・サービ

スを提供できなかった領域に保険の価値をお届けし

ます。また、万一の事故に備えることにとどまらず、	

未然の防止や早期復旧、さらには再発防止まで価値

提供の在り方を見直し、保険の概念を拡大します。

 2つ目はテクノロジーを活用し、徹底的にシンプル

でスピーディーな業務プロセスを構築し、Leanな	

経営態勢を実現します。

 3つ目は破壊的イノベーションの到来を見据え、	

先駆的な取り組みを実施します。マザーマーケットで

ある日本において、実証実験のスピードを高めるとと

もに、日本、欧米、アジアの3極でのトライアルを強力

に推進し、グローバルベースでのデジタルシナジーの

創出を中心としたグループデジタル戦略を推し進め

ていきます。

グループシナジーの拡大

グローバルなネットワーク、グループ各社の専門性や強固な財務基盤等を活用してシナジーを拡大していく。

グループシナジーを拡大

年間 USD210Mil

2017年12月末	税後利益貢献額

これまでの主な取り組みと今後の方向性

革新的商品・サービス 生産性の向上

商品・サービス

マーケティング

アンダーライティング 損害サービス

環境変化 テクノロジー

ドライブエージェント パーソナル ブロックチェーンを用いた 

保険金支払の簡略化・迅速化
			人口減少

			自然災害リスクの増大

			シェアリングエコノミー拡大

			外国人観光客の増加 等

			IoT、AI、ビッグデータ

			センシング技術

			ブロックチェーン

				ロボティクス 等

ブロックチェーン

保険会社

お客様

病院

あるく保険
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CRSO&Co-CRSOメッセージ

グループの経営の健全性維持、持続的成長、資本効率向上を目指して

 東京海上グループでは、国や地域によって異なる

保険ニーズに迅速かつ適切にお応えするため、お客

様に最も身近な存在である現地グループ各社が一定

の裁量・権限を持って自主的に事業経営を行う態勢

を取っております。保険引受または保有・再保険*に

ついても、各社がそれぞれの判断で最適性を追求す

ることが、各国のマーケットや保険引受リスクの特性

に応じた効率的な対応を可能とし、現地での競争力

向上に有効であると考えています。

 一方で、グループ全体として見た最適性の観点から

は、グループ横断で一元的な対応を行うことが、より

大きな利益をもたらすことがあります。保有・再保険

政策はその一例であり、グループの保険引受リスクを

適切にコントロールし、グループ全体としての集積リ

スクを把握・管理することや、保有・出再をグループ	

各社が連携して行うことは、グローバルな保険経営を

推進していくうえで重要な課題となっています。

 グループCRSO、Co-CRSOは、グループ各社の独

自性を尊重しつつも、グループ全体としての保険引受

リスクの適切なコントロールおよび保有・再保険の最

適化を通じて、東京海上グループの経営の健全性の

維持、持続的な成長と資本効率の向上を図ることを

ミッションとしています。そのために、GRSC（Global	

Retention	Strategy	Committee）を定期的に開

催して、保険引受または保有・再保険に関して知見を

有するグループ各社の人材を集めて各種課題に関す

る論議を行い、グループ全体としての情報共有と意思

結集および課題解決を図っています。具体的には次

のとおりです。

*		保険会社間の保険取り引きを「再保険」といい、再保険手配後に自ら保険責任

を負担する部分を「保有」といいます。

「保険引受リスクの適切なコントロール」と「保有・再保険の最適化」の取り組み

 東京海上グループでは、保険引受リスクをグループ

全体として適切にコントロールするよう努めています。

たとえば、収益や資本に相当のインパクトを与え得る

保険引受リスクとして国内風水災、国内地震、北米ハ

リケーンの3つのリスクを選定し、それぞれのリスクに

つきグループとしての保有方針を策定しています。

 保有方針は、「ステークホルダーにとってのサプラ

イズの回避」「安定的な配当の実施」「資本効率の向

上」等の視点に基づき、マーケット環境等を総合的に

勘案して最適な保有水準を実現することを目的とし、

国内外グループ各社の事業計画に反映させています。

グループ全体における保険引受リスクの

適切なコントロールおよび

保有・再保険の最適化を通じて、

経営の健全性を維持するとともに

持続的な成長と資本効率の向上を

目指しています。
常務執行役員

グループCRSO

（グループ保険引受・保有政策総括）

川口 伸吾

執行役員

グループCo-CRSO

（共同グループ保険引受・保有政策総括）

Christopher J.B. Williams
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 国内風水災、国内地震、北米ハリケーン以外の保

険引受リスクについても、グループベースで集積する

おそれのあるものや社会情勢の変化等によって将来

的に経営に相当の影響を及ぼすおそれのあるものを

特定し、定期的にリスク量を把握しています。たとえ

ば、サイバーリスクやパンデミックリスク等について

は、定量化してモニタリングを実施し、リスク量を適

切にコントロールする態勢を整えています。

 また、グループベースの保有・再保険の最適化に

も努めています。たとえば、グループとしての再保険	

方針を策定し、自然災害リスクについては東京海上

日動をグループの保有拠点として定め、国内外グルー

プ各社が引き受けたリスクの一定割合をグループ再

保険を通じて東京海上日動に一元的に集約するとと

もに、グループとして適切な保有水準を超えるリスク

は外部の再保険マーケットに一括して出再*していま

す。一括して出再することで規模の経済を活かした出

再コストの削減を図っています。

*		保険会社がほかの保険会社に保険金支払責任を転嫁することを「出再」といい

ます。

グループ一体で課題解決に取り組む態勢

 保険引受および保有・再保険に関し、グループとし

ての経営課題を定期的に論議する場であるGRSCは、

グループCRSOとCo-CRSOを委員長とし、グループ

CFO、グループCRO、海外事業総括担当役員、	

グループCSSOを常任メンバーとしています。論議

テーマに応じて、その分野に知見を有する国内外グ

ループ各社の経営者層も参加しています。参加メン

バーは、それぞれが所属する個社の立場を超えてグ

ループ経営全体の視点から発言することで各種課題

の解決に貢献しています。

 これまでGRSCで取り上げてきたテーマは、グループ

全体としてコントロールすべき保険引受リスクの選

定、国内風水災、国内地震、北米ハリケーンの各リス

クに関するグループの保有方針の策定、サイバーリス

クやパンデミックリスク等のエマージングリスクに関

するリスク量の把握手法の検討、グループ再保険の

あり方等、多岐にわたっており、GRSCにおける論議

結果は、グループ経営の最適な意思決定において活

用されてきました。また、その場で共有された各種の

情報は、グループ全体へ横展開され、国内外グルー

プ各社の経営に参考として役立てられています。

国内風水災のリスク量

（リスク量）	

0 50 100 150 200 250 300 再現時間*（年）

*		同一の現象（豪雨、台風、地震など）が再び発生するまでの期間の期待値。	

たとえば、「再現時間100年の地震」は100年に1回起こると考えられる規模の地震を指します。

再保険適用前

再保険適用後
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グローバルに展開する

保険会社グループに相応しい

強固な運用態勢と

高い資産運用力の獲得を

目指していきます。

専務取締役	

グループCIO	

（グループ資産運用総括）

藤田 裕一

常務執行役員	

グループCo-CIO	

（共同グループ資産運用総括）

Donald A. Sherman

CIO&Co-CIOメッセージ

グループの資産運用方針と中長期的な収益向上に向けた取り組み

 東京海上グループは、保険事業を中核としている

ことから、その資産運用は、お客様からいただいた保

険料を安全に運用し、将来の保険金などのお支払い

に確実に備えることを基本としています。

 具体的には、将来のお支払いに備えるための負債

の特性を踏まえて、それに見合う資産を運用する「資産	

負債管理（ALM：Asset	Liability	Management）」を

行っており、これによって、リスクを適切にコントロー

ルしています。

 また、東京海上グループは、グローバルに事業を

分散して展開しており、資産の構成も、国内損害保険

事業、国内生命保険事業、海外保険事業の各資産が

ほぼ3分の1ずつとなっています。これらの資産を、	

先ほど述べたALMを基軸として運用しており、資産

についても、グローバルなレベルでの分散投資を推

進し、グループ全体として、長期的かつ安定的に資産

運用収益を拡大することとしています。

 2018年度からの新中期経営計画では、前中期	

経営計画に引き続き、資産運用のための態勢・イン

フラ整備や人材育成をさらに進めることとしていま

す。これらにより、海外資産を着実に積み上げつつ、

オルタナティブ投資なども活用して、中長期的に最適

なアセット・アロケーションをグループ全体で実現し

ていくとともに、短期的には、マーケットの状況に応

じた効率的かつ機動的な資産運用を実現することを

目指しています。

国内債券

8.7兆円
（38.0%）

国内損害保険事業

約35% 

国内株式

2.6兆円
（11.7%）

国内生命保険事業

約31% 
外国証券

5.0兆円
（21.8%）

買入金銭債権

1.2兆円
（5.5%）

その他の証券

0.2兆円
（0.9%）

貸付金

1.0兆円
（4.4%）

その他

3.3兆円
（14.4%）

現預金

0.7兆円
（3.2%）海外保険事業

約33%

金融・一般事業

資産別セグメント別

総資産構成比

（2018年3月末時点：22.9兆円）
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 なお、お客様との取引関係の強化を図る目的で保

有している政策株式については、グループの資本効

率の向上の観点から、継続的に総量削減に努めてお

り、	2017年度末の簿価は2001年度末対比で40%

まで削減してきています。新中期経営計画期間にお

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。

グローバル保険グループとしての資産運用態勢

 東京海上グループの資産運用方針は、CIO、Co-CIO

が策定し、その方針に基づいて、グループ内の各社が

連携して実現することとしています。この共同グルー

プCIO制により、資産運用に関するグループ横断の

事項や、国内外の様々な課題に関して、迅速かつ効果

的に意思決定を行うことを目指しています。

 また、東京海上ホールディングスは、CIO、Co-CIO

を共同議長とし、資産運用に携わる国内外のトップ	

マネジメント層がメンバーとなる「グローバル運用戦略

委員会（GISC）」を設置しています。同委員会では、	

東京海上グループの資産運用戦略、グローバルなレ

ベルでのマクロ経済・金融市場の分析、グループ資

産運用に関する戦略的重要事項などを論議すること

としており、CIO、Co-CIOの意思決定や、決定事項

の共有の場として活用しています。

 このような態勢のもと、国内の保険会社は、それぞ

れの資産運用機能を可能なかぎり統合するとともに、

米ドル建資産については、高い専門性を有する米国

Delphi社へ運用を委託するなど、国内外の保険会

社があたかも一つのチームのように連携して資産運

用を行っています。

 この国内保険会社とDelphi社の運用チームにお

いては、現場レベルでの意見交換や情報共有を日常

的に行っており、資産運用態勢のグローバル化を実

効性のあるものにしています。

 このような国内外の連携により、東京海上グルー

プ全体の資産運用利回りは、昨今の低金利環境下で

も、その影響を限定的なものとしています。

 こうした様々な取り組みにより、グローバルに展開

する保険会社グループに相応しい強固な運用態勢と

高い資産運用力の獲得を目指してまいります。

1.6% 1.6% 1.5% 1.5%1.4%

4.0%
4.3%

2014 2015 2016 20172013

4.4%

2.1%
2.3% 2.2% 2.3% 2.3%

4.5% 4.6%

Delphi 社への運用委託

（2018年3月末現在委託額合計：約77億米ドル）

グループのインカム利回りの推移

	国内 

	海外 

	国内外合計

国内拠点 	東京海上日動

	 	東京海上日動あんしん生命

海外拠点 	Philadelphia社

	 	Tokio	Millennium	Re社

	 	TMHCC社

37億

米ドル

40億

米ドル

A member of the Tokio Marine Group
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CHROメッセージ

“Good Company”を実現する原動力

 東京海上グループでは、良い会社“Good	Company”

を実現する原動力は、「人材の力」であると考えていま

す。「People’s	business」といわれる保険事業にお

いて、「人」とその人が創り上げる信頼こそが、すべて

の競争力の源泉です。国内外で働く約4万人のグルー

プ社員が活躍できる世界規模でのダイバーシティを推

進し、多様性が生み出す価値を東京海上グループの

競争力強化に繋げていきます。

 まず、東京海上グループの「人材」に対する考え方

について、海外グループ会社人事部門が集うグロー

バル人事会議でのディスカッションを契機に、「Tokio	

Marine	Group-Our	People」として整理しました。

ここでは、「人材が最も大切な資産であり、Good	

Companyというビジョンの主たる担い手である。	

そのため、我々は素晴らしい人材を惹きつけ続ける

ことを目指し、キャリア開発と成長機会を提供すると

ともに、ダイバーシティ&インクルージョンを体現す

る」ことを示しています。これらは人事諸施策のベー

スとなる考え方ですが、グローバル保険グループの

実現に向けては、国内外を問わず多様な人材の計画

的な育成が、とりわけ重要であると考えています。	

したがって、新中期経営計画においては、①グローバ

ルリーダーの育成、②コーポレート機能軸人材の確

保、③グローバル人材の裾野拡大、④グループ横断

での「育成文化」の醸成を4つの柱として掲げ、継続

的に様々な施策を展開しています。

Tokio Marine Group - Our People

東京海上グループの人材に対する考え方

  Our people are the most important asset of our Group and a key driver of our Good Company vision.

	 	東京海上グループにとって最も大切な資産は人材であり、私たちの目指すGood	Companyというビジョンの主たる担い手です。

  We aim to attract and retain the best talent in every aspect of our business to ensure we deliver safety and 

security to our customers and their communities.

	 	お客様や社会に安心と安全を提供するために、事業のあらゆる側面において、素晴らしい人材を惹きつけ続けることを目指します。

  Our people bring passion and a challenging spirit to their endeavors and we provide them opportunities  

for career development and ongoing personal growth.

	 	情熱とチャレンジ精神をもって取り組む人材に対して、キャリア開発と成長の機会を提供します。

  Our people embody diversity and we value inclusion as a truly global company.  

We work hard to create a business environment where we can achieve our full potential as we continue our 

endless journey to be a Good Company.

	 	我々は真のグローバルカンパニーを目指してダイバーシティ&インクルージョンを体現します。

	 多様な社員がその能力を最大限に発揮できる環境を創出し、終わりのない“Good	Company”への道を邁進し続けます。

国内外で働く

約4万人のグループ社員が活躍できる

世界規模でのダイバーシティを推進し、

東京海上グループの競争力強化に

繋げていきます。

常務執行役員	

グループCHRO	

（グループ人事総括）

中村 一彦
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 たとえば、キャリアディベロップメントプランに基づ

く計画的なステップアップを図ることでグローバルリー

ダーの育成を行っています。また、コーポレート機能

軸人材の確保については、デジタル分野等の外部人

材を採用するとともに、海外グループ会社が持つ知

見を東京海上ホールディングスの機能軸強化等に活

かす取り組みを行っています。グローバル人材の裾

野拡大については、国内の若手社員を短期で海外へ

派遣する取り組みをはじめ、各階層向けの研修を実

施しています。

 また、お客様や地域社会、そして株主の皆様のご期

待にお応えし続けていくために、社員に求められる行

動指針として、東京海上グループ基本スタンス8項目

「Our	Eight」を明示しています。日常において、

「Our	Eight」に立ち返って自らの言動を振り返ると	

ともに、OJTのツールとしても活用しています。

Our Eight

東京海上グループ 基本スタンス8項目

1  礼を重んじる  Be	Respectful

2  ごまかさない  Be	Honest	(Don’t	Avoid	Tough	Issues)

3  人に関心を示す  Be	Interested	in	Others

4  相手軸を意識する  Put	Yourself	in	the	Other’s	Shoes

5  当事者意識を持つ  Have	Ownership

6  目的を考えて行動する  Act	with	a	Sense	of	Purpose

7 	臆せずチャレンジする  Challenge	without	Hesitation

8  相手の期待を超える  Exceed	Someone’s	Expectation

マジきら会の様子

 最後に、グループ一体経営を支える基盤となるも

のが、「To	Be	a	Good	Company」というコア・ア

イデンティティであり、これをグループ全体に浸透さ

せていく取り組みは極めて重要です。東京海上グルー

プでは、各グループ会社がそれぞれの強みを活かし

て事業を展開しています。だからこそ、私たちは国内

外の如何なる組織であっても、当グループ全体を	

貫くコアとなるビジョンを共有して仕事をすることが

大切であると考えています。グループビジョンはこの

ような想いからつくられました。このグループビジョン

を私たち一人ひとりがしっかりと理解し、実践してく

ことを重視し、世界中でこのテーマについて議論する

場（マジきら会）を設けるなど、様々な施策を継続的

に展開しています。2017年7月には、社員が当グ

ループにおける文化や価値観をどのように感じてい

るのかを把握するために、世界中で働く当グループ

の社員を対象とした「カルチャー&バリューサーベイ」

を実施しました。サーベイは今後も継続的に実施し

て必要な対策を講じていくこととし、これからも	

「To	Be	a	Good	Company」を合言葉として、挑戦

を続けていきます。

Good Company Vision浸透に向けた取り組み

全世界の社員が、

Good	Companyの

考え方を真に納得する

自らの言葉で社員や

共に働く仲間・お客様・

マーケットに向けて

語ることが出来る

日々の業務の中で

具体的な行動として

実践される

行動を自ら評価し

更なる改善に繋げる

仕組みとして

定着している

1
知る

2
語る

3
実践

4
評価

改善

浸透フェーズ 目的
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攻めと守りの両面から

ITでグローバルに

東京海上グループを支えていきます。

常務執行役員	

グループCITO&CISO	

（グループIT総括、グループサイバーセキュリティ管理総括）

稲葉 茂

CITO&CISOメッセージ

東京海上グループのIT 戦略

 東京海上グループではITを真に経営の力としてグ

ローバルに活用することを目指しています。そのため

に国内外の各グループ会社において確固たるITガ

バナンスを構築すること、シナジーを発揮してグルー

プ会社の共通課題に取り組むことを活動の両輪と捉

えています。

 具体的には、2018年度からの新中期経営計画に

おいては①グループITガバナンス態勢強化、②IT品

質向上とコスト最適化、③デジタルイノベーション、	

④情報／ITプラットフォームの整備、⑤人材育成を5

本柱として掲げ、「攻め」と「守り」の両面でグループ

ITを強化することとしています。

 ①を東京海上ホールディングスでは経営の果たす

べき役割と考えています。その上で「ビジネス戦略を

実現するためのシステム開発の成功」、「システムの

安全・安定的・効率的な運用」を目的として、IT部門

とビジネス部門の関係や計画の策定から開発や運用

に係るプロセス・実行体制等の必要な構えをITガバ

ナンス実施基準として定義しています。国内外のグ

ループ会社ではこの基準に照らし、年度ごとに課題

を明確にしながら評価・改善活動を繰り返すことで

ITガバナンスの成熟度を向上させてきました。確固

たるITガバナンス態勢の構築は変わることのない最

大の課題であり、今後とも着実な強化に取り組んで

まいります。

東京海上グループのITガバナンスの全体像

目指すべき姿 	ITを真に経営の力として、グローバルに活用できる態勢の構築

ビジネス戦略を実現するための	

システム開発の成功

システムの	

安全・安定的・効率的な運用

開発計画

オーナー制度
情報化委員会 プロジェクト管理 変更管理 セキュリティ 障害管理 外部委託 災害対応
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グループシナジー発揮に向けた取り組み

 また、東京海上ホールディングスでは、ITに関わる

国内外のトップマネジメント層をメンバーとするグロー

バルIT委員会（GITC）を設置し、より機動的にグロー

バルIT戦略を立案・実行することを目指しています。

さらにGITCの傘下にはサブコミッティーを組織し、

新中期経営計画の主要な取り組みに紐づくグループ

ITの共通課題について、海外のキータレントの知見

も積極的に取り入れながら戦略を推進しています。

 デジタルイノベーションの領域では、ITとビジネス

が協業し、最新の知見を共有しながら、具体的な案

件を戦略的に推進しています。加えてデジタル時代に

おいては、新しい商品やサービスにスピーディーに対

応することが必要であり、顧客接点や情報の高度活

用のためデジタル技術に最適化されたオープンなIT

基盤の構築を進めています。

サイバーセキュリティに関する取り組み

 サイバー攻撃が年々高度化し、巧妙化してきている

ことを踏まえ、サイバーセキュリティについても経営

の最重要課題の一つとして認識し、経営がリーダー

シップをとって取り組んでいます。そのような中でグ

ループCISOはグループ全体のサイバーセキュリティ

管理を統括する役割を担っています。

 サイバーリスクは、ITだけの課題ではなくビジネス

そのもののリスクであり、各グループ会社はサイバー

攻撃の脅威と影響について自社のリスク評価を行い、

必要な対策を進めるというリスク管理のPDCAを回

しています。

 一方、サイバー事案が発生した場合、影響範囲の	

特定、被害拡大防止のための初動対応、復旧、再発	

防止策を速やかに実施する必要があり、また影響の	

大きさによっては、経営レベルでの対応に速やかに切

り替える必要があります。つまり、サイバーセキュリティ

は、危機管理の観点でも対応が重要であり、各グルー

プ会社のほか、グループ全体でも、適切に機能する態

勢を普段から整備しておく必要があると考えています。

東京海上グループでは、グループCSIRT*を設置し、	

平時はグループ全体のサイバーセキュリティに関する

リスク管理、危機管理の態勢強化や各グループ会社間

での情報連携を推進し、事案が発生した場合はその

対応をグループレベルで実施する体制を構築してい	

ます。

*		Computer	Security	Incident	Response	Teamの略称

 今般、東京海上ホールディングスでは、新たなテク

ノロジーを活用したお客様への最高品質の商品・

サービスの提供やお客様の情報を守るセキュリティ

技術の追求が評価され、経済産業省と東京証券取引

所から積極的なITの利活用に取り組んでいる企業と

して「攻めのIT経営銘柄」に選定されました。

 今後とも東京海上グループ国内外各社のビジネス

戦略を下支えし、ビジネスに高い価値を創造すること

のできるITサービスの提供を行ってまいります。

東京海上グループのグローバルIT推進体制

エグゼクティブ・コミッティー

グローバルIT 委員会

サブコミッティー

セキュリティ
大規模

プロジェクト

共通インフラ

共同購買

デジタル

イノベーション
IT人材育成
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