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ガバナンス～CSRマネジメントの強化～

企業価値向上に向けた取り組み～環境・社会～

		健康経営の推進

		多様な人材を育成し活用する

		みんなが安心して暮らせる	

健康・長寿社会づくり

		未来を担う世代を育てる

		共生社会を目指して

3つの主要テーマ

主なESGインデックス

		自然災害に負けない社会づくり

		技術革新を活かして安心して暮らせる社会づくり

		ライフスタイルや社会の変化に応じて	

安心して暮らせる社会づくり

		貧困のない社会づくり

		グローバルな気候変動・	

気象変動から人々を守る

		クリーンエネルギー開発促進	

等による地球温暖化防止

		環境保護活動

安心・安全を 

お届けする

地球を守る 人を支える

東京海上グループでは、社員一人ひとりの誠実で思いやりのある行動を起点として、全員参加型で社会課題の解決に

取り組んでいます。

 新中期経営計画では、CSR主要テーマ「安心・安全をお届けする」「地球を守る」「人を支える」を掲げ、事業活動全

般を通じて、お客様や地球、地域社会の「いざ」に役立つ取り組みを推進し、課題解決と企業価値向上に取り組

む”Good	Company”を目指していきます。

安心・安全で 

サステナブルな未来

国際イニシアティブへの参加

 事業活動に関わりのある様々な国際イニシアティブ*に

参画し、保険業界におけるサステナビリティ調査・研究お

よび提言活動を行っています。

 また、「持続可能な開発目標（SDGs）」に対しても積極

的に取り組み、保険・リスクマネジメントの専門性を活か

して課題解決を図っています。

*		国連グローバル・コンパクト（UNGC）、「責任投資原則（PRI）」、国連環境計画金融	

イニシアティブ（UNEP	FI）が主導する「持続可能な保険原則（PSI）」など。その他、

2014年に国連国際防災戦略事務局（UNISDR）の災害に強い社会に向けた民間	

セクター・アライアンス（ARISE）に参加し、保険の専門性を活かした災害に負けない社

会づくりを進めています。

ESG・経営へのインテグレーション

 ESG経営にも積極的に取り組んでおり、環境経営、

BCP*や防災・減災などによる災害に強い社会づくり、さら

には地方創生の取り組みや健康経営の提案、交通安全に

資する商品・サービスの提供などを通じて貢献しています。

 また、ESG情報について透明性ある開示に努め、多くの

グローバルなESG評価機関から高い評価を受け、世界的

ESGインデックスに選定されています。

*		Business	Continuity	Plan（事業継続計画）
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 安心・安全をお届けする

一人ひとりの暮らしと挑戦を支える

企業価値向上に向けた取り組み〜環境・社会〜

大規模化する自然災害への対応

全社を挙げた損害サービス態勢  

 平成30年6月に発生した大阪府北部地震では、関西を

中心に大きな被害が生じました。また、平成30年7月豪

雨においても、西日本を中心に水災の被害が発生しまし

た。東京海上日動では、発生直後から災害対策本部を設

置し、お客様に一日でも早く保険金をお届けできるよう、

通常の事故受付フリーダイヤルに加え、初期対応・各種

事務等を集約したバックアップオフィスを設置し、平時よ

りも多くの件数に対応できる損害サービス体制を早期に

立ち上げました。今後も全社を挙げて対応してまいります。

サテライトオフィス

本店災害対策本部

全国の損害サービス拠点

現地対策本部

サテライトオフィスの設置・運営

本店災害対策本部
損害サービス	

システム基盤

リアルタイム・	

ペーパーレスの	

情報共有

バックアップオフィス

大阪府北部地震における損害サービス態勢

TCFD*に基づく気候関連情報開示

気候関連ガバナンス・戦略：

当社CEOとグループ会社社長による「CSRボード」におい

て、気候関連課題への対応策の論議および各種取り組み

を評価しています。当社の取締役会は、気候関連課題対応

を含むCSR戦略（中期計画・単年度計画）を評価・決定し

ています。

 また、東京海上グループでは、気候変動・自然災害を

CSRマテリアリティ（重要課題）として特定し、気候関連戦

略として、産学連携による気候変動・気象災害リスク研究

をはじめ、災害リスク関連商品・サービスの開発・提供や

環境・防災啓発、さらに事業活動に伴う環境負荷低減と

カーボン・ニュートラルの推進等に取り組んでいます。

気候関連リスク管理：

物理的リスクとして、地球温暖化に伴う気候の変化や自然

のゆらぎが大きくなることで過去の災害や保険事故に関す

るデータ活用だけでは気象災害リスクを必ずしも適切に評

価できなくなる可能性があります。そのため、東京海上研

究所等では、例えば将来気候下における台風の強度変化

や、降水量の増大に伴う洪水リスクの変化による保険損害

額への影響を評価・算出しており、このようなシナリオ分析	

結果を参考にして、気候変動により深刻化する自然災害が

保険引受に及ぼす影響を考慮し、グループ全体でリスクベー

ス経営（ERM）に基づいたリスク管理を実施しています。

 また、台風等による広域災害発生時の損害対応の迅速

化、円滑化に向け、日本国内支援体制の強化および代理

店・社内の事故報告電子化を進める等、損害サービスの競

争力化を図っています。

 低炭素経済への移行に伴い、規制強化や技術革新が企

業の事業環境やビジネスモデルに影響を与える可能性が

あります。このような変化に際しても保険引受における適

切なリスク評価を実施するための研究を行い、これまでも

太陽光発電や地熱発電などクリーンエネルギー事業者向

け保険を開発・提供しており、収益機会の拡大と気候変動

被害の拡大を抑止する取り組みを進めています。

指標・目標：

「事業活動に伴うCO2排出量」とマングローブ植林等によ

る「CO2固定・削減効果」を指標に、グループベースでの

「カーボン・ニュートラル達成」を目標とし、2018年度以降

もその達成を目指していきます。

*		TCFD：気候関連財務ディスクロージャータスクフォース
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産学連携による防災推進  

 東京海上日動は、被災地復興を支援し、災害に負けな

いまちづくりに貢献したいとの思いから東北大学と2011

年に産学連携協定を締結し、2012年度からは、東北大

学災害科学国際研究所（IRIDeS）に地震津波リスク評価

（東京海上日動）寄附研究部門を設置し、地震津波リスク

評価研究等を推進、その成果を国内外の防災関連会議や

学会発表等を通じて広く社会に発信しています。

 さらに、2012年より防災知識を子どもたちにわかりや

すく伝え、地震や津波から身を守るための気づきに役立

ててもらうため、小学生等への出

前授業「ぼうさい授業」も実施し

ています。

 このような取り組みが認められ、

東北大学との産学連携は、一般

社団法人レジリエンスジャパン推

進協議会主催の『ジャパン・レジリ

エンス・アワード（強靭化大賞）

2018』で優秀賞を受賞しました。

技術革新に対応した安心・安全の提供

自動運転技術の進展に対応した先進的な取り組み  

 技術革新の急速な進展に伴い、社会を取り巻くリスクも

大きく変化しています。東京海上日動では、各種自動走行

システムが進展する環境下においても、安心・安全なクル

マ社会の実現に貢献するため、自動車事故が発生した際

に、迅速な被害者救済を担保する「被害者救済費用等補

償特約」を業界として初めて開発しました。

 また、東京海上日動は、東京海上研

究所と共同で、自動運転にかかる法律

上の諸課題について、2014年12月よ

り研究を重ねてきました。その研究成果

を書籍「自動運転と法」にまとめ、

2018年1月に刊行しました。

安心・安全なカーライフへの貢献  

 テレマティクス技術による画期的なサービスとして、	

オリジナルの通信機能付き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（以下、DAP）」を提供し

ています。事故による強い衝撃でDAP端末が自動発報し、

オペレーターが救急車の手配をしたケースでは、お客様

から「事故直後にすぐに連絡があったことで本当に安心し

た。事故直後はパニック状態になっていたが、落ち着くこ

とができた」とのお声もいただいています。

サイバーリスクへの備え  

 企業や組織を狙ったサイバー攻撃によるシステムの機

能停止や不正操作等が問題視される中、東京海上日動

は、多岐にわたるサイバーリスクを包括的に補償する	

「サイバーリスク保険」を販売しており、サイバー攻撃の	

予防に繋がる「ベンチマークレポートサービス」の提供も

開始しました。また、英国のTokio	Marine	kiln社も、

10年以上にわたり企業向けのサイバーリスク保険を販売

しており、グローバルに対応を行っています。

不測の事態にそなえるBCP 策定支援

 東京海上日動では、自治体・商工会議所・商工会等と

連携して、中小企業のお客様向けにBCP策定支援プログ

ラムを提供しています。BCPの必要性を感じていただくた

め、震災模擬体験やグループワーク方式でのBCP骨子作

成を実施するものです。また、東京海上日動と東京海上日

動リスクコンサルティングが開発した地震リスク啓発冊子

「今改めて考える	身近に起こりうる地

震と対策」とBCPのエッセンスを盛り

込んだ「簡単・早わかりBCP策定シー

ト」は、2018年3月末までに合計7.3

万冊以上を配布し、企業のレジリエン

ス向上に貢献しています。
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地球の未来と、安心できる社会をともにつくり続ける

企業価値向上に向けた取り組み〜環境・社会〜

グリーンな社会に向けたドローン保険の販売

 英国のTokio	Marine	Kiln社では、ドローンを中心と

した”無人航空機システム（UAS）”のリスクをカバーする

保険をロイズマーケットで初めて販売しました。電池（ま

たはソーラーパワー）で起動するドローンは、化石燃料で

飛ぶ通常の航空機より環境への負荷を低減できます。

 この保険の提供は、環境

価値創出に繋がるドローン

の普及を後押しするもので

あり、本業を通じた社会課

題の解決を目指した取り

組みといえます。

クリーンエネルギー普及の支援

 米国のPhiladelphia社では、企業のお客様や環境

コンサルタントに、環境汚染に関わる賠償責任を含む各種

リスクを補償する「環境賠償責任保険」を販売しています。

 第三者に与えた汚染による被害の賠償責任や、浄化費

用を補償することで、地域産業の振興を支えるとともに、自

然環境の保護や、地域の人々の健康にも配慮しています。

 東京海上日動では2016年から、地熱発電事業者向け

の保険「地熱パッケージプラン」の提供を開始。地熱発電

は地球温暖化の原因となるCO2を排出することなく、自然

条件にも左右されない安定的な電力供給が可能な再生

可能エネルギーです。地熱開発や地熱発電所の操業中

に、近隣温泉地の温泉に湯量減少や泉質変化が生じた際

に地熱発電事業者が負担する原因調査費用や賠償責任

リスクを補償することで、地熱発電の開発地域の皆様の安

心に繋がります。

 また、太陽光発電事業者向けにも「メガソーラー・	

パッケージ・プログラム」を通じて、保険・サービスを含め

たリスクソリューションを提供しており、クリーンエネルギー

の普及を支援しています。

環境負荷低減とカーボン・ニュートラル

 東京海上グループは、事業活動に伴う環境負荷低減に

取り組んでいます。そして、事業活動により生じたCO2排

出量を、マングローブ植林や自然エネルギー利用による

CO2固定・削減効果でオフセットする「カーボン・ニュート

ラル」を2013年度から5年連続で達成し、これからもその

達成を目指していきます。

Web 約款の推進

 東京海上日動では、お客様に「ご契約のしおり（約款）」

を紙の冊子ではなく、ホームページ上で閲覧いただく

「Web約款」を選択いただくことで紙資源の使用量を削

減。この削減額の一部を寄付することを通じて、国内外の

環境保護活動をサポートしています。

アジア太平洋地域のマングローブ植林事業

 東京海上日動は、1999年に創立120周年記念事業と

してマングローブ植林事業を開始。2017年度末までに、	

アジア・太平洋地域9ヵ国に約1万550ヘクタールの植林

を行いました。

 マングローブの森は、地球温暖化防止、生物多様性保

全、津波高潮被害軽減、雇用創出等の効果があり、当社は

マングローブ植林事業を100年継続することを目指してい

ます。この取り組みが評価され、2013年に「地球温暖化防

止活動	環境大臣表彰（国際貢献部門）」を受賞しました。

 また、国内においては、環境NPOと協力して環境保護

活動を推進する「Green	Gift地球元気プログラム」や、社

員や代理店が小学生等に環境啓発を行う「みどりの授業

〜マングローブ

物語〜」を実施

する等、地球を守

る様々な活動を

行っています。

 地球を守る

56 東京海上ホールディングス  |  統合レポート 2018



ともに生きる共生社会づくり

 東京海上グループは、すべての人がそれぞれの個性を

尊重して活躍できる共生社会づくりに取り組んでいます。

スペシャルオリンピックス日本や全国盲ろう者協会への支

援に加え、障がいを超えて挑戦を続けているアスリートを

サポートしています。

 2016年からは、「公益財団法人日本障がい者スポーツ

協会」、「日本障がい者サッカー連盟」と連携し、障がい者

アスリートを応援していま

す。障がい者スポーツを

「知る」「見る」「体験する」

ことを推奨し、多様性を尊

重する企業文化の醸成を

目指しています。

東京2020オリンピック・パラリンピック

 東京海上日動は、「東京2020ゴールドパートナー」の

損害保険パートナーとして、オリンピックおよびパラリン

ピック日本代表選手団ならびに東京2020オリンピック・

パラリンピック競技大会をサポートいたします。また、「ス

ポーツを通じた青少年の健全な育成や日本のスポーツ界

の発展に貢献したい」という思いのもと、JOCゴールド

パートナーをはじめ、日本水泳連盟のオフィシャルスポン

サー等、様々なスポーツ支援を行ってきました。

 この思いとともに、「東京2020ゴールドパートナー」と

して、東京2020大会の成功にとどまらず、本大会の開催・

成功が、さらに100年先の日本の未来にとって素晴らしい

礎となるよう、安心・安全な大会の実現に向けて貢献し、

アスリート・人・社会の挑戦を応援していきます。

多様な人々が多様に活躍できる社会づくり

健康経営の推進

 当社は、健康経営に優れた企業として3年連続で「健康

経営銘柄」に選定されました。東京海上グループでは社

員等の健康を経営の重要なテーマと考え、健康増進、生

活習慣改善、重症化予防、メンタルヘルス、働き方の変革

等に取り組んでいます。また、お客様企業に対する健康経

営の支援、健康経営の普及に向けた情報発信にも取り

組んでいます。

お客様の健康増進を支援するサービスの提供

 将来の生活習慣病の発症率を予測することができる

Webサービス（「からだ予測ナビ	生活習慣病編」）を、国立

がん研究センターの研究成果を活用して開発いたしました。

 本サービスは、Webサイト（東京海上日動）や、あるく

保険向けアプリ（東京海上日動あんしん生命）からどなた

でも無料で利用いただけ

ます。東京海上グループ

は、今後もお客様の疾病

予防・健康増進を支援す

るサービスの開発・提供

を行っていきます。

マイクロ・インシュアランス（インド）の普及

 東京海上グループは、2001年にインド全土に38,000

の農業協同組合組織を持つIFFCO社と合弁でIFFCO-

TOKIO社を設立し、自動車保険や火災保険等を提供する

とともに、インドの農家の方々が抱える生活の不安を保険

で解消したいとの思いから、天候保険やマイクロ・インシュ

アランス（低価格で加入できる保険）を開発してきました。

 インドの農村地域における肥料に付帯した傷害保険や

中央・州政府の補助金付き

穀物保険・医療保険等の提

供を通じて、インド農業の発

展や貧困問題の解決に貢

献しています。

 人を支える

57東京海上ホールディングス  |  統合レポート 2018

持
続
的
な
企
業
価
値
の
向
上



企業価値向上への取り組みを支える仕組み～グループガバナンス～

取締役 監査役

①	取締役会長（代表取締役）

 隅 修三

③	取締役副社長

 藤井 邦彦

⑥	専務取締役（代表取締役）

 湯浅 隆行

⑩	取締役（社外取締役）

 三村 明夫

⑭	常勤監査役

 伊藤 卓

⑰	監査役（社外監査役）

 和仁 亮裕

②	取締役社長（代表取締役）

 永野 毅

④	専務取締役

 藤田 裕一

⑦	専務取締役（代表取締役）

 小宮 暁

⑪	取締役（社外取締役）

 佐々木 幹夫

⑮	常勤監査役

 森 正三

⑱	監査役（社外監査役）

 大槻 奈那

⑤	専務取締役

 岡田 誠

⑧	取締役

 北沢 利文

⑫	取締役（社外取締役）

 江川 雅子

⑯	監査役（社外監査役）

 堀井 昭成

⑨	取締役

 中里 克己

⑬	取締役（社外取締役）

 御立 尚資
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取締役 監査役

①	取締役会長（代表取締役）

 隅 修三

③	取締役副社長

 藤井 邦彦

⑥	専務取締役（代表取締役）

 湯浅 隆行

⑩	取締役（社外取締役）

 三村 明夫

⑭	常勤監査役

 伊藤 卓

⑰	監査役（社外監査役）

 和仁 亮裕

②	取締役社長（代表取締役）

 永野 毅

④	専務取締役

 藤田 裕一

⑦	専務取締役（代表取締役）

 小宮 暁

⑪	取締役（社外取締役）

 佐々木 幹夫

⑮	常勤監査役

 森 正三

⑱	監査役（社外監査役）

 大槻 奈那

⑤	専務取締役

 岡田 誠

⑧	取締役

 北沢 利文

⑫	取締役（社外取締役）

 江川 雅子

⑯	監査役（社外監査役）

 堀井 昭成

⑨	取締役

 中里 克己

⑬	取締役（社外取締役）

 御立 尚資

④⑤
⑩⑬⑮

⑪ ⑯⑥

①⑦ ⑧⑫ ⑨ ⑭ ⑰⑱②

③
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取締役・監査役（2018年6月末現在）

取締役

企業価値向上への取り組みを支える仕組み〜グループガバナンス〜

略歴

1970年4月東京海上火災保険株式会社入社。主に商

品企画業務や国内保険営業に従事し、同社取締役ロン

ドン首席駐在員等を経て、同社および当社の取締役社

長および取締役会長を歴任。2013年6月より現職。

隅 修三

取締役会長

（代表取締役）

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、

同社取締役社長を経て、現在はグループCEOとして東

京海上グループ全般の経営を指揮。2013年6月より

現職。

略歴

1980年4月東京海上火災保険株式会社入社。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、現在は当社の専務取

締役としてグループの資産運用を総括。2017年4月よ

り現職。

永野 毅

取締役社長

（代表取締役）

藤田 裕一

専務取締役	

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、経理業務および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、現在は当社の専務取締役としてグループの資

本政策を総括。2018年4月より現職。

略歴

1982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、営業企画業務に従事した後、

当社の業務執行役員としてアジアをはじめとする海外

保険事業を担当し、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および

デジタル戦略を総括。2018年6月より現職。

湯浅 隆行

専務取締役

（代表取締役）

岡田 誠

専務取締役

略歴

1977年4月東京海上火災保険株式会社入社。主に商

品企画や国内保険営業、グループ会社経営に従事した

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。2016年6月よ

り現職。

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。2018年6月より現職。

略歴

1985年4月東京海上火災保険株式会社入社。主に国

内保険営業や営業推進業務に従事した後、現在は東

京海上日動あんしん生命保険株式会社の取締役社長

として経営を指揮。2017年6月より現職。

北沢 利文

取締役	

	

小宮 暁

専務取締役	

（代表取締役）	

中里 克己

取締役	

	

略歴

1978年4月東京海上火災保険株式会社入社。主に財

務企画や海外保険事業に従事した後、同社および当社

の業務執行役員としてM&Aを中心とした海外事業戦

略や海外ERMを担当し、現在は当社の取締役副社長

としてグループのリスク管理を総括。2017年4月より

現職。

藤井 邦彦

取締役副社長	
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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

していただくことを期待するため。2014年6月より	

現職。

重要な兼職の状況

弁護士

監査役

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

いただくとともに、適切な監督機能を果たしていただく

ことを期待するため。2010年6月より現職。

重要な兼職の状況

新日鐵住金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）

株式会社産業革新機構取締役（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いただくととも

に、適切な監督機能を果たしていただくことを期待する

ため。2017年6月より現職。

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）

御立 尚資

取締役

（社外取締役）

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

いただくとともに、適切な監督機能を果たしていただく

ことを期待するため。2011年6月より現職。

重要な兼職の状況

三菱商事株式会社特別顧問

株式会社三菱総合研究所取締役（非業務執行取締役）

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

言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていた

だくことを期待するため。2015年6月より現職。

重要な兼職の状況

一橋大学大学院経営管理研究科教授

三井不動産株式会社取締役（社外取締役）

旭硝子株式会社取締役（社外取締役）

選任理由等

東京海上火災保険株式会社入社以来、主に商品企画、

経営企画、法務業務に従事し、当社取締役就任後はリ

スク管理、法務および監査を担当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。2015年6月より現職。

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。

佐々木 幹夫

取締役

（社外取締役）

江川 雅子

取締役

（社外取締役）

伊藤 卓

常勤監査役	

森 正三

常勤監査役	

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してい

ただくことを期待するため。2011年6月より現職。

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していただくことを期待するため。

2018年6月より現職。

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）

堀井 昭成

監査役

（社外監査役）

大槻 奈那

監査役

（社外監査役）

三村 明夫

取締役

（社外取締役）

和仁 亮裕

監査役

（社外監査役）

取締役
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— お二人の考える、あるべきコーポレートガバナンスとは、どのようなものでしょうか。  

また、社外役員としての役割については、どうお考えですか。

堀井	 	コーポレートガバナンスを強化する目的の一つは、経営の監視を通じて、不正行為等を未然に防止する

ことにあります。社外役員として、取締役会、監査役会、社内役員との話し合いなどの機会を通じて、

不正行為に繋がるような動きがないか、日頃から注意をしています。たとえ社内役員から疎まれるこ

とがあったとしても、後から振り返ったときに社外役員の意見が会社をより良い方向に導いたと言わ

れる存在でありたいと考えています。また、収益力を高めて企業価値を持続的に向上させる後押しを

する役割も社外役員には求められていると思います。

御立	 	私の考えも堀井さんと同じで、社外役員の役割の一つは、会社の信用を低下させるようなマイナス要

素を抑止することであり、このマイナス要素には不正、忖度、近視眼などが挙げられます。

	 	 悪気の有無にかかわらず、社会的常識・行動から外れたことが万が一にも起こっていないか、社外

役員として目を光らせなければなりません。また、企

業規模が大きくなるほど、経営トップが方向性を示す

と社員による忖度が起きやすくなりますが、社外役員

としてストレートな質問を投げかけることで気づきを

日本航空株式会社やボストンコンサルティンググループで勤務し、

現在は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、DMG森精機株式会社、ユニ・チャーム株式会社

の社外取締役を兼職。2017年6月、当社取締役に就任。

取締役	

（社外取締役）
御立	尚資

社外役員による	

コーポレートガバナンス対談

〜持続的な企業価値向上を支えるコーポレートガバナンス〜

企業価値向上への取り組みを支える仕組み〜グループガバナンス〜
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与えることができます。役員には業績達成のプレッシャーがどうしてもかかりますが、近視眼的思考に

陥り、中長期的に企業価値を毀損していないか、社内役員と忌憚なく議論することも重要です。

	 	 また、業界や会社の枠を超えた多様性のある意見を取り込むことで、会社をより良い方向に導き、

企業価値を向上させていくことも社外役員の役割の一つです。割合でいうと、マイナスの抑制70%、

プラスの付加30%のバランスで、社外役員の役割を遂行できればと考えています。

—東京海上グループの社外役員に就任されて気づいた点や認識された課題を教えてください。

堀井  当社では社内の役職に関係なく、「さん」付けで呼ぶ慣習があるのですが、当社の取締役会に参加し

て驚いたのが、社内の役員同士でも役職名ではなく「さん」付けで呼び合うことでした。こうした企業

文化は、社外役員が遠慮なく意見をいうことができる雰囲気づくりに繋がっています。

	 	 過去から検討を進めてきた事業投資案件を取締役会で議論したことがありましたが、大きなdecision	

makingでしたので、忌憚のない意見をぶつけ合って投資の見送りを決めました。後日その案件は

結果として見送っておいて良かったことが判明したのですが、改めて取締役会での率直な議論の重要

性を認識するとともに、当社のガバナンスが有効に機能していることも実感しました。

	 	 また、取締役会において、細かい点や小さなミスであっても議論を厭わない点も当社の長所です。

経営者の気の緩みは組織に伝播するものですが、物事やミスの大小にかかわらず、重要性の高い案

件については、各役員は徹底的にこだわりますので、東京海上グループは脇のしまった組織という印

象があります。

	 	 この10年で東京海上グループは、海外保険事業が拡大し大きくグローバル化が進んだ結果、多様

な人材が様々なフィールドで活躍するようになってきましたが、こうしたグループの変化を機に、各役

員が国内外のグループ各社や日本各地の部支店を訪問し、社員とのマジきら会を継続しています。	

真面目な話を気楽にするという趣旨でマジきら会と呼んでいますが、役員が自らの言葉で「To	Be	a	

Good	Company」等について社員に語りかけ、グループのコア・	

アイデンティティの浸透に努めており、多様性を持ちながらもグループ

全体を結束させるという点で意義のある取り組みだと思います。

日本銀行で役職員として長年勤務し、現在は一般財団法人	

キヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問を兼職。

2011年6月、当社監査役に就任。

監査役	

（社外監査役）
堀井	昭成
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企業価値向上への取り組みを支える仕組み〜グループガバナンス〜

御立  東京海上グループの事業規模、歴史、業界でのポジションを考慮すると、「さん」付けが浸透している

点は珍しいと思います。異論をぶつけることが当然であるという雰囲気の醸成に繋がり、大企業病を

防ぐ効果もあるのではないかと思います。

	 	 一方で、コーポレートガバナンス・コードの改訂やESG意識の高まりなど、日本独特の資本市場の

慣行が変わり、投資家の行動も大きく変わりつつあります。当社の取締役会は現時点では日本でも

トップレベルだと思いますが、時代の流れは早いので、ガバナンスのあり方をさらに進化させていく

ために何ができるのかを考えることも今後の課題の一つではないかと感じています。

— 東京海上 グループでは、経営環境の変化に応じてポートフォリオの更なる分散や事業構造改革等に 

取り組んでいますが、経営判断のプロセスやスピード等について、どのように評価されていますか。

堀井	 	当社ではポートフォリオの更なる分散に向けて海外におけるM&Aに取り組んでいますが、その決断

のスピードは必ずしも遅いとは思っていません。これは、常日頃から膨大な事業投資案件リストから

候補を絞り込んだ上で、入念に調査を行い、準備をしているからできることです。こうした取り組みは

経営判断のスピードを速める上で有効であると思います。

御立	 	当社はこれまで海外への事業展開を中心に企業価値の向上を図ってきましたが、リスクマネジメント

を高度化し、資本の有効活用を通じてリスク分散を進める取り組みは遅滞なく進められてきたのでは

ないかと思います。

	 	 当社は業界内でもかなり早いタイミングである2008年から「業務革新プロジェクト」を実行し、	

商品、事務、システムの抜本的な簡素化に取り組んだ結果、他社対比でも高い事業効率を実現してい

ます。ただ、近年では他社も大規模なシステム投資を通じて生産性の向上に取り組んでいますので、

当社としてもさらに抜本的な業務プロセスの変革を推進しなければならない時代が近づいているよ

うに思います。ビジネスモデル、事務手続き、IT等を意図したとおりに変えるのは簡単ではなく、相当

のエネルギーを必要とします。働き方の変革を含めて、次の業務革新を他社に先駆けて実施できる

かどうかは、大きな挑戦だと思います。

環境変化に適応した変革の推進を

牽引できる人材がさらに育ち、

変化の激しい時代にあっても

持続的に企業価値を高めていくことを

期待しますし、当社はこうした難しい

課題にも適切に対処ができると

確信しています。
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	 	 また、グループ全体で多様性を取り入れていくことは、更なるスピードが必要になると考えていま

す。これまでの先進国における成長モデルだけでは通用しない時代に入ってきており、異業種との競

争や協業が余儀なく求められています。この10年間は半歩ずつ先に変化への対応を進めてきたと思

いますが、大きな時代の変化を先取りするためのチャレンジはこれからも続きます。また、そうした時

代に適合したガバナンス態勢の構築も大きな課題になってくると考えています。

堀井	 	東京海上グループは外国人トップマネジメントとの親和度が非常に高いことが強みになっています

が、日本人・外国人ともにいずれは世代交代の時期が来ます。グループとの親和度やカルチャーへの

理解を含めて、次の世代に価値を高めながらどう引き継いでいけるかという問題は、持続的に企業

価値を高めていく上で重要な課題です。特に、環境変化と世代交代が重なると課題はさらに複雑さ

を増します。そうした難しい時代においても、「To	Be	a	Good	Company」というコア・アイデンティ

ティの下、グループの知見や専門性を結集し、環境変化への対応を先取りしながら、経営課題を解決

していくことを期待しています。

御立	 	東京海上グループはこれまで経営戦略、人材、グループガバナンスの総合力で成果を出し続けてきま

したが、海外事業の重要性が一層高まる中、スピード感を持ってグローバルに活躍できる人材をいか

に育てられるかは大きな課題であると考えます。

	 	 また、昨今は先行きが不透明で、環境変化のスピードも急速な時代です。環境変化に応じて適時・

適切に会社や事業を変革していける人材の育成も急務です。中堅クラスが経営トップに対して積極

的に会社の変革を提案するなど、環境変化に適応した変革の推進を牽引できる人材がさらに育ち、

変化の激しい時代にあっても持続的に企業価値を高めていくことを期待していますし、当社はこうし

た難しい課題にも適切に対処ができると確信しています。

経営の舵取りが難しい時代においても、

「To Be a Good Company」という

コア・アイデンティティの下、

グループの知見や専門性を結集し、

環境変化への対応を先取りしながら、

経営課題を解決していくことを

期待しています。
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東京海上ホールディングスの

コーポレートガバナンス体制の概要

経営会議

 当社は経営会議規則を定め、取締役、執行

役員等で構成する経営会議を設置し、経営上

の重要事項について協議・報告を行います。

会計監査人

 当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約

を締結し、財務諸表監査および財務報告に係る内部統

制監査を受け、その過程で内部統制部門は会計監査人

に対して必要な情報を提供しています。

監査役

 株主の負託を受けた独立の機関として、企業の健全

で公正な経営に寄与し、社会的信頼に応えることを目

的に、取締役の職務執行を監査します。

 監査役の員数は、5名程度（定款上は6名以内）とし、

このうち、原則として過半数を社外監査役とします。

2018年6月末現在において、当社の監査役会は社外

監査役3名を含む5名の監査役で構成されています。

内部監査部門

 内部監査部門は、経営目標の効果的な達成を図るた

めに、内部統制部門を含む各部門の業務執行の状況の

内部監査を行い、内部管理態勢等を評価し、問題点の

改善方法の提言等を行っています。また、グループの内

部監査に関する基本方針を策定して、グループ各社に

対してリスクの種類・程度に応じた効率的かつ実効性

のある内部監査の実施を求めるとともに、グループ各

社から内部監査の結果および改善措置・改善計画等の

遂行状況の報告を受けるなど、グループ各社の内部監

査の実施状況や内部管理態勢の状況等をモニタリング

しています。

 当社およびグループ会社の内部監査結果のうち重要

な事項は、当社の取締役会に報告が行われます。

コーポレートガバナンス体制の全体像

基本的な考え方

 東京海上ホールディングス（以下、当社）は、「東京海上グループ経営理念」を定め、株主、お客様、社会、社員等の	

ステークホルダーに対する責任を果たしていくことで、グループの企業価値を永続的に高めていきます。

 そのためには、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等の責務について定めています。

選任・解任 選任・解任

連携

連携会計監査人

会計監査

相当性の判断

会計監査

監査役

（監査役会）

株主　　　　　総会

	企業価値向上への取り組みを支える仕組み〜グループガバナンス〜

内部監査部門
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東京海上ホールディングスの

コーポレートガバナンス体制の概要

取締役会委員会執行部門

（子会社等）

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。

答申

答申

報告

監査

内部

監査

内部

監査

指名委員会

報酬委員会

内部統制委員会

経営会議

各部門

取締役会

（取締役）

選任・解任

株主　　　　　総会

指名委員会

 当社および主なグループ会社の取締役、監

査役および執行役員の候補者の要件および

選任・解任について審議し、取締役会に対し

て答申します。指名委員会は、5名程度の委

員で構成します。原則として過半数を社外委

員とするとともに、委員長は社外委員から選

出しています。

取締役会

 当社の重要な業務執行を決定するとともに、

取締役の職務の執行を監督する責務、適切な内

部統制システムを構築する責務等を負います。

 取締役の員数は10名程度（定款上は15名

以内）とし、このうち、原則として3名以上を社

外取締役とすることで、多様な分野の知見、

専門性を備えたバランスの取れた構成となっ

ています。2018年6月末現在、当社の取締

役会は4名の社外取締役を含む13名の取締

役で構成されています。

報酬委員会

 当社および主なグループ会社の役員報酬

体系、取締役および執行役員の報酬額の水

準、業績評価等について審議し、取締役会に

対して答申します。報酬委員会は、5名程度

の委員で構成します。原則として過半数を社

外委員とするとともに、委員長は社外委員か

ら選出しています。

内部統制委員会

 当社は、会社法および会社法施行規則に基づき「内部統制基本方針」を定め、同方

針にしたがって、グループ会社の経営管理体制、コンプライアンス、リスク管理等を含

む東京海上グループ全体の内部統制システムを適切に整備しています。また、同方針

に基づき、内部統制委員会は各種方針・施策等の策定ならびに実施状況の評価およ

び改善について審議を行い、その結果を取締役会に報告しています。
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コーポレートガバナンス強化に向けた取り組み

外部の要請に先駆け、いち早く強化・充実

 コーポレートガバナンス・コードでは、上場会社は独立

社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきであるとされ

ていますが、当社は、会社設立の2002年より社外取締役

を3名以上選任する等、早くからコーポレートガバナンス機

能の強化に取り組んできました。

 また、海外保険事業の拡大を踏まえ、海外のトップマネ

ジメントを当社の執行役員に選任し、グローバルベースで

の課題の共有・解決にも取り組んでいます。

コーポレートガバナンス強化に向けた取り組み

2002年	 4月 ミレア（現	東京海上）ホールディングス設立

 社外取締役3名就任

 社外監査役2名就任

2004年	 6月 社外監査役につき3名就任

2005年	 7月 指名委員会・報酬委員会を設置

2013年	 6月 初の外国人執行役員就任

2014年	 4月 外国人執行役員につき3名就任

2016年	 6月 社外取締役につき4名就任

	 8月 外国人執行役員につき4名就任

2017年	 6月 外国人執行役員につき6名就任

2018年	 4月 外国人執行役員につき5名就任

取締役会の実効性評価を活用した運営面での取り組み

（1） 実効性評価の方法

 当社は、取締役会のさら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おります。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おります。

（2） 実効性評価の結果

 取締役会の運営については、説明の簡素化およびわか

りやすさの向上等もあり、役員が活発に発言し、自由闊達

に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おります。

 一方で、取締役会資料の電子提供の実施、わかりやすい

資料の提供に対する評価は高いものの、資料についての

不断の見直しやポイントを絞った大局的な説明を求める

意見もあり、こうした点については引き続き改善に努めて

おります。

取組事例

1 「戦略論議」の実施

当社は、社外取締役や社外監査役の知見を活かして、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

戦略を構築していきたいと考えております。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等をテーマ

にした論議を「戦略論議」と称し、実施しております。

 テーマは、取締役および監査役の全員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おり

ます。2017年度は以下のテーマ等について論議を行っており、2018年度もこうした論議を継続していく予定であります。

	 		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（Enterprise	Risk	Management）

	 		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

2  「独立役員会議」の実施

当社は、独立役員のみを構成員とする会合を年に1回開催しております。アジェンダ設定を含めた会議の進行全てを独

立役員が行い、当社に対する客観的な意見交換を実施しています。会議で議論されたテーマ等は、必要に応じて社長に

フィードバックされています。

	企業価値向上への取り組みを支える仕組み〜グループガバナンス〜
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多様で質の高い監督機能

様々な分野の専門家を社外役員として選任

 当社の事業は多岐にわたっており、グローバルに事業拡

大を進めています。こうした環境においても経営の透明

性・健全性や監査の実効性を高めていくため、グローバル	

企業経営、金融、財務・会計、法律等の分野で、高い見識

と豊富な経験を有する多様な人材を社外役員として選任

し、ガバナンスの実効性を強化しています。

社外役員の略歴 ※（	）内は2017年度に開催した取締役会等への出席状況

社外取締役   

三村 明夫 （11回の取締役会のうち9回に出席）

1963年	 4月	 富士製鐵株式会社入社	

1993年	 6月	 新日本製鐵株式会社取締役	

1997年	 4月	 同社常務取締役	

2000年	 4月	 同社代表取締役副社長	

2003年	 4月	 同社代表取締役社長	

2008年	 4月	 同社代表取締役会長	

2010年	 6月	 当社取締役（現職）	

2012年	10月	 新日鐵住金株式会社取締役相談役	

2013年	 6月	 同社相談役	

2013年	11月	 同社相談役名誉会長

2018年	 6月	 同社社友名誉会長（現職）

江川 雅子 （11回の取締役会のうち10回に出席）

1980年	 4月	 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社	

1986年	 9月	 ソロモン・ブラザーズ・インクニューヨーク本店入社	

1988年	 6月	 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社東京支店入社	

1993年	12月	 エス・ジー・ウォーバーグ証券会社東京支店入社	

2001年	11月	 ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチ・センター長	

2009年	 4月	 国立大学法人東京大学理事	

2015年	 3月	 同法人理事退任	

2015年	 6月	 当社取締役（現職）	

2015年	 9月	 一橋大学大学院商学研究科教授	

2018年	 4月	 一橋大学大学院経営管理研究科教授（現職）

佐々木 幹夫 （すべての取締役会に出席）

1960年	 4月	 三菱商事株式会社入社	

1992年	 6月	 同社取締役	

1994年	 6月	 同社常務取締役	

1998年	 4月	 同社取締役社長	

2004年	 4月	 同社取締役会長	

2010年	 6月	 同社取締役相談役	

2011年	 6月	 同社相談役	

2011年	 6月	 当社取締役（現職）	

2016年	 4月	 三菱商事株式会社特別顧問（現職）

御立 尚資 （すべての取締役会に出席）

1979年	 4月	 日本航空株式会社入社	

1993年	10月	 ボストンコンサルティンググループ入社	

1999年	 1月	 同社ヴァイス・プレジデント	

2005年	 1月	 同社日本代表、

	 	 シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター	

2016年	 1月	 同社シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター	

2017年	 6月	 当社取締役（現職）	

2017年	10月	 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（現職）

社外監査役   

堀井 昭成 （すべての取締役会および監査役会に出席）

1974年	 4月	 日本銀行入行	

2002年	 7月	 同行国際局長

2006年	 6月	 同行理事（国際担当）	

2010年	 6月	 同行理事退任	

2010年	 7月	 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所特別顧問	

2010年	12月	 同研究所理事・特別顧問（現職）	

2011年	 6月	 当社監査役（現職）

和仁	亮裕 （すべての取締役会および監査役会に出席）

1979年	 4月	 弁護士（現職）	

1987年	 5月	 三井安田法律事務所	

2004年	12月	 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ	

2014年	 5月	 伊藤見富法律事務所

	 	（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）	

2014年	 6月	 当社監査役（現職）

大槻 奈那

1988年	 4月	 三井信託銀行株式会社入行

1994年	 6月	 パリ国立銀行入行

1998年	 3月	 HSBC証券会社入社

2000年	 1月	 スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社	

	 	 日韓金融機関格付チームヘッド

2005年	12月	 UBS証券株式会社調査部	マネジング・ディレクター

2011年	 6月	 メリルリンチ日本証券株式会社	マネジング・ディレクター

2015年	 9月	 名古屋商科大学大学院	マネジメント研究科教授（現職）

2016年	 1月	 マネックス証券株式会社執行役員	チーフ・アナリスト（現職）

2018年	 4月	 二松学舎大学国際政治経済学部客員教授（現職）

2018年	 6月	 当社監査役（現職）

指名委員会・報酬委員会

 当社は、当社および主なグループ会社の役員の選任お

よび役員報酬の決定のプロセスにおける透明性の向上を

図るため、社外取締役を中心とする指名委員会および報

酬委員会を設置しています。

 これらの指名委員会および報酬委員会は、おのおの5

名程度の委員で構成します。原則として過半数を社外委

員とするとともに、委員長は社外委員から選出しています。

指名委員会

委員長 佐々木 幹夫（社外取締役）

委員

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）

永野 毅（取締役社長）

報酬委員会

委員長 三村 明夫（社外取締役）

委員

佐々木 幹夫（社外取締役）

江川 雅子（社外取締役）

御立 尚資（社外取締役）

永野 毅（取締役社長）
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選任基準・報酬等

取締役・監査役の選任基準

 当社および主な事業子会社の取締役は、会社の業態を

よく理解し、会社経営に必要な広範な知識を有し、取締役

会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するに十

分な判断力を有している者としています。また、当社およ

び主な事業子会社の監査役は、監査役としての職務能力、

過去の実績・経験等を勘案し、質の高い監査を実施する

ことによって、会社の健全で持続的な成長を確保し、社会

的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与するこ

とができる者としています。

役員報酬額の算定方式の決定方針

 当社および主なグループ会社の役員報酬の決定にあ

たっては、次の事項を基本方針としています。

		役員報酬に対する「透明性」「公正性」「客観性」を確保

します。

		業績連動報酬の導入により、業績向上に対するインセン

ティブを強化します。

					経営戦略に基づき定めた会社業績指標等に対する達成

度に連動した報酬、および当社株価に連動した報酬を

導入し、株主とリターンを共有することでアカウンタビリ

ティを果たします。

					経営目標に対する役員の個人業績を客観的に評価する

プロセスを通じて、成果実力主義の徹底を図ります。	

 なお、役員報酬の水準については、職責に応じて役位

別に基準額を設定し、当社業績や他社水準等を勘案の

上、決定します。

 また、当社および主なグループ会社では、経営戦略に基

づき定めた会社業績指標等に対する達成度により毎年業

績評価を行い、その評価結果を当社および当該グループ

会社の役員報酬に反映させます。

役員報酬体系

 常勤取締役および執行役員に対する報酬は、定額報

酬、業績連動報酬（会社業績および個人業績に連動）およ

び株式報酬型ストックオプションで構成し、非常勤取締役

に対する報酬は、定額報酬および株式報酬型ストックオプ

ションで構成します。また、監査役に対する報酬は定額報

酬とします。主なグループ会社の役員報酬も、原則として

当社と同じ体系とします。

 上記の報酬体系は、報酬委員会からの答申内容に基づ

き、取締役会において決定しています。

2017年度における役員報酬の総額

役員区分

報酬等の	

総額	

（百万円）

報酬等の種類別の総額	

（百万円）
対象となる	

役員の員数	

（名）金銭報酬
ストック	

オプション

取締役	

（社外取締役を除く）
584 483 100 10

監査役	

（社外監査役を除く）
72 72 — 2

社外取締役 56 47 8 5

社外監査役 42 42 — 3

政策株式について

	 政策株式については、事業子会社の一部が主として取

引関係の強化を図り、当グループの企業価値を高める目

的で保有します。ただし、当グループの資本を株価変動の

影響を受けにくいものに改善するとともに、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ます。

 保有する政策株式につきましては、毎年、取締役会で主

要銘柄のリスク・リターンを検証し、経済合理性を確認し

ています。また、政策株式の議決権行使基準にしたがい、

企業価値を毀損させる可能性がある議案については、こ

れらを精査した上で賛否を決定しています。

	企業価値向上への取り組みを支える仕組み〜グループガバナンス〜
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株主・投資家との対話

わかりやすい開示と説明を追求

 当社は、企業価値向上の取り組みを株主・投資家の皆

様に十分にご理解いただけるよう、わかりやすい開示と説

明に努めるとともに、経営トップが積極的に機関投資家

や個人投資家の皆様と対話することを大切にしています。	

また、対話で得られたご意見は、東京海上グループの経

営陣・社員とも広く共有し、経営の改善に活かしています。

開示  

 開示する内容は、	「ストーリー性のある説明」「定性情報

と定量情報のバランス」「正確・公平な情報開示と継続開

示の観点」を特に大切にしています。

 また、決算電話会議やIR	説明会では同時通訳による英

語での発信も行い、各種IR	資料も日本語と英語で同時開

示しています。

 東京海上グループのすべてのステークホルダーに開か

れた窓として、Webサイトでは、経営理念、ビジョン、ブラン

ド、ガバナンス、戦略等をわかりやすく開示しています。

	 わかりやすいWebサイト

	 http://www.tokiomarinehd.com/

対話  

 当社の資本コストの考え方やそれを踏まえた事業投資

判断を行っていることを示すなど、株主・投資家の期待を

意識した対話を実践しています。

		株主総会

 国内外に拡大する当社事業への株主理解を深めていた

だくために、第14回定時株主総会（2016年6月27日開催）

から海外主要拠点のトップマネジメントおよび外国人執行

役員も登壇しています。また、第16回定時株主総会では、	

報告事項の補足説明として、グループCEO自らが当社の経

営戦略等に関するプレゼンテーションを実施しました。

		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、テー

マを絞ったスモールミーティング、海外IR	ロードショー等

を実施しています。

		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あるいはIR	部門が実施する説明会を、2017年度は

合計14回開催しました。個

人投資家の関心の高い「株

主還元」「社会貢献」「人材

育成」等についてもわかり

やすく解説しています。

社内フィードバック  

 当社は、株主・投資家の皆様との対話において把握し

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。

主な表彰等  

		IRサイト・統合レポート

 Webサイトを通じたタイムリーかつわかりやすい会社

情報の発信に努めており、当社のIRサイトは外部評価機

関から高い評価をいただいています。また、「統合レポー

ト2017」が第20回日経アニュアルリポートアウォードに

おいて優秀賞を受賞しました。

資本市場における当社の評価をグルー

プCFOやIR部門からフィードバック

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

広報・

IRグループ

48% 

経営陣

52%

経営陣を主体とした建設的な対話の実践

テーマ別スモールミーティングの開催例

IR	説明会で全体像を示し、テーマ別スモールミーティングで事業の詳細を説明し

ています。また、グループ一体経営を訴求するために、海外保険事業に関する	

スモールミーティングには海外現地法人のトップマネジメントも参加しています。

海外保険事業に関するスモール

ミーティングの風景

面談実績 

延べ537社

2017年度
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内部統制システム

 当社は、「内部統制基本方針」を制定し、これに沿って

グループ会社の経営管理、コンプライアンス、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、内部監査の体制等を含む東京海上グループ全体の

内部統制システムを整備することにより、業務の適正を	

確保するとともに、企業価値の向上に努めています。また、	

内部統制システムの整備および運用状況のモニタリング

を実施し、取締役会委員会である内部統制委員会での審

議結果に基づき、取締役会がその内容を確認しています。

さらに、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。

東京海上グループの内部統制システム

取締役会

各部門

会計監査人

連携

内部監査

報告

連携

会計監査	

相当性の判断

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

監査役会

監査役室

経営会議

内部監査部門

内部統制委員会

内部統制担当役員

内部統制監査	

会計監査

監査

監査

P 	計画

D 	実施

C 	評価

A 	改善

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

	企業価値向上への取り組みを支える仕組み〜グループガバナンス〜

グループ会社

内部統制基本方針

管理、指導、調整、モニタリング、報告等

P

A D

C

東京海上 ホールディングス
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コンプライアンス

 東京海上グループでは、「法令および社内ルールを遵守

し、社会規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活

動を遂行すること」をコンプライアンスと定義し、その徹底

を図っています。

 当社は、グループ全体でコンプライアンスの徹底を図る

ため、「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」を定めるとともに、グループ全体に共通して適用される

法令やルール等を記載した「東京海上グループ	コンプラ

イアンス基準」を策定する等、グループ全体の施策を立案

しています。また、グループ内のコンプライアンスの徹底状

況を定期的にモニタリングするほか、国内外のグループ会

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、取締役会や内部統制委員会等で審議を行うととも

に、必要に応じてグループ会社を指導・支援する等、グルー

プ全体としてのコンプライアンス態勢を構築しています。

 2017年度も引き続き、海外における経済制裁や贈収

賄、個人情報保護等域外適用のある規制分野に関するグ

ループでの態勢整備を進めました。

組織体制

 東京海上グループでは、各社内にコンプライアンスを統

轄する部署を設置しています。さらに、グループ会社では業

務の実態に応じて、コンプライアンスについての施策立案

や徹底状況のチェックを行うコンプライアンスにかかる各

種委員会を設置する等、組織的な取り組みができる体制と

しています。

コンプライアンス・マニュアル

 当社が策定した「コンプライアンス基準」に基づき、当社

およびグループ会社は事業内容に応じた自社のコンプライ

アンス・マニュアルを策定し、役職員が参照できるようにし

ています。

コンプライアンス研修

 東京海上グループでは、コンプライアンス意識を醸成す

るとともに、担当業務に必要とされるコンプライアンス知識

を定着させるため、役職員が遵守すべき法令および社内

ルール等に関する研修を実施しています。

ホットライン制度

 東京海上グループでは、役職員がコンプライアンス上の

問題事案およびその可能性のある事案を発見した場合に、

「東京海上グループ	コンプライアンス基準」に基づき、直ち

に職制を通じて報告・相談することを義務としていますが、

役職員が職制を通じて報告・相談することが適当でない場

合に備えて、各種ホットライン制度を設けています。具体的

には、社内ホットラインのほか、法律事務所や多言語対応

の社外受付窓口を設置して、国内外を問わず報告・相談者

が利用しやすい方法を選べるように配慮しています。また、

社内外のホットラインに加え、監査役に報告できる制度も

設けています。社内外の受付窓口は、マニュアル、研修、イン

トラネット等を通じて周知を図っています。2017年度のグ

ループ全体での通報受付件数は237件でした。

 なお、公益通報者保護法等をふまえ、報告・相談者の個

人情報等は厳重に管理され、報告・相談者や調査協力者

が不利益な取り扱いを受けることはありません。

顧客保護

 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」、「お客様に最高品質の商品・サービスを提供

し、安心と安全を広げる」旨を経営理念に掲げています。ま

た、主要なグループ会社において「お客様本位の業務運営

方針」を策定し、ホームページで公表しています。

東京海上グループのコンプライアンス態勢

東京海上 ホールディングス

基本方針の提示、指導・管理・モニタリング 報告等

監査役（監査役会）

監査役（監査役会）

グループ会社

コンプライアンス委員会等（各社の実態に応じた組織）

経営会議内部統制委員会

コンプライアンス統轄部署

取締役会

コンプライアンス部・各事業部

取締役会
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	企業価値向上への取り組みを支える仕組み〜グループガバナンス〜

リスク管理態勢

 東京海上グループは、財務の健全性および業務の適切

性を確保するため、グループを取り巻く様々なリスクを総

体的にとらえ、リスクの特性および状況等に応じた適切な

方法でリスク管理を実施しています。

 当社は、「東京海上グループ	リスク管理に関する基本

方針」を制定し、グループ全体のリスク管理態勢の整備・

高度化を推進しています。また、「東京海上グループ	統合

リスク管理に関する基本方針」を制定し、格付けの維持お

よび倒産の防止を目的としたグループ全体の定量的リス

ク管理を実施しています。

 リスクの中でも、保険引受リスクと資産運用リスクに	

情報セキュリティ管理

 当社は、個人情報や機密情報等（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

リティ管理に関する基本方針」を定め、東京海上グループ

各社の業態、規模、所在地等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・規程等の策定

を行っています。また、情報漏えい・消失・不正利用等の

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、必要なとき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。

情報漏えい事案発生時の対応

 当社は、「東京海上グループ	コンプライアンス基準」を

定め、情報漏えい事案発生時の対応を明確化しています。

万が一、情報漏えい事案等（疑義事案を含みます）が発生

した場合には、速やかに当該東京海上グループ各社の

コンプライアンス部門に報告が行われ、事案の内容や重

大性・緊急度等に応じて、当社がグループ会社への指示

やグループとして必要な対応等を行う態勢としています。

情報セキュリティ関連の外部認証取得状況

会社名 認証取得年月 取得した外部認証

東京海上日動コミュニケーションズ 2006年3月 ISMS

東京海上日動システムズ
2006年8月

2017年9月

ISMS

ITSMS*

東京海上日動メディカルサービス	

（健康プロモーション事業部）
2007年9月 ISMS

*	ITサービスの運用管理に対する第三者認証制度（ISO/IEC20000）

個人情報の保護

 当社は、お客様の個人情報について、「東京海上グループ 

プライバシーポリシー」を策定し、グループの取り組み方針

を明確にするとともに、グループ各社では、このプライバシー

ポリシーに従って取り組み方針を策定・公表しています。

Tokio Marine Group - Privacy Policy

東京海上グループ　プライバシーポリシー

東京海上グループ（以下「当グループ」といいます。）は、お客様の信頼をあらゆる活動の原点に置き、企業価値を永続的に高めていくこ

とを目指しています。このような理念のもと、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律その他の法令・ガイドラインを遵守して、以下のとおり個人情報ならびに個人番号および特定個人情報（以下「特定個人

情報等」といいます。）ならびに匿名加工情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

※	本プライバシーポリシーにおける「個人情報」および「個人データ」とは、特定個人情報等を除くものをいいます。

1.	当グループでは、適法かつ公正な手段によりお客様の個人情報および特定個人情報等を取得します。また、法令に定める場合を除き、お客様の個人情報および特定個人

情報等の利用目的を通知または公表し、利用目的の範囲内で利用いたします。

2.	当グループでは、法令に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、お客様の個人情報を第三者に提供することはありません。特定個人情報等について

は、法令で定める場合を除き、第三者に提供しません。また、グループ会社および提携先企業との共同利用も行いません。また、法令に定める場合を除き、個人データを

第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。

3.	当グループでは、お客様の個人情報および特定個人情報等の漏えい、滅失もしくはき損または不正アクセスなどの防止に努めます。また、外部にお客様の個人情報およ

び特定個人情報等の取扱いを委託する場合には、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

4.	当グループでは、お客様の保有個人データおよび特定個人情報等について、ご本人から開示・訂正等のご要請があった場合は、法令に基づき速やかに対応します。また、

お客様の個人情報および特定個人情報等の取扱いに関するご意見・お問い合わせ等を承ります。

5.	当グループでは、お客様の個人情報、特定個人情報等および匿名加工情報が適切に取り扱われるよう、業務に従事している者の監督・指導・教育を徹底します。

6.	当グループでは、個人情報保護のための社内体制や取り組み方法につき、継続的に見直しを行い、改善に努めます。
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リスク管理部、各事業部

東京海上グループのリスク管理態勢

経営会議

GISC リスクベース経営（ERM）委員会

監査役（監査役会）

内部統制委員会

GRSC

取締役会
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オペレーショナルリスク等

ついては、収益の源泉として管理していくべきリスクであ

ると認識し、リスクとリターンとのバランスを勘案したコン

トロールを行っています。

 また、事務リスク、システムリスク等事業活動に付随し

て発生するリスク（オペレーショナルリスク等）の管理とし

ては、そのリスクの所在を明らかにし、リスクの発生の防

止、軽減等を行っています。

 当社は、リスク管理部・各事業部を通じ、国内外のグ

ループ会社に対して、リスク管理に関わる基本方針の提

示や指示・指導・モニタリング等を実施しています。グルー

プ会社においては、グループ全体の方針に沿ってリスク管

理方針を制定し、リスク管理を主体的に行っています。

 こうした一連の取り組みにより、グループ全体として適

切なリスク管理を実践し、経営の安定化を図っています。

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

失等を極小化し、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等に沿っ

て危機管理方針等を制定し、危機管理を統轄する部署の

設置や緊急事態の判定手続き、指揮命令系統の確保等、

危機管理態勢の整備を行っています。危機管理の統轄	

部署は平時における危機管理態勢を整備するほか、緊急

事態発生時における当社への報告を含めた対応の事務

局の役割を担うこととなっています。

 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必要な対応等を行える態勢

としています。

東京海上 ホールディングス

基本方針の提示、指示・指導・モニタリング 報告等

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

グループ会社

社内外の監査等

 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	あらた監査法人より受けています。

 このほか、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。
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 企業価値向上への取り組みを支える仕組み～人材の力～

良い会社“Good Company”を実現する原動力は 

「人材の力」です。
東京海上グループは、人材を通じてグループ総合力を発揮していくことを目指しています。

そのため、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる環境・風土を築きます。

国内外のグループシナジー・人材交流

東京海上グループは国内外で幅広く事業を展開していますが、グループ各社が持つ強みや機能

を、人材を通じて横断的に繋げることでグループ総合力を発揮していきたいと考えています。

Gary Oliver

International	Head	

of	Internal	Audit	Located	

in	London,	UK

 2017年から2018年にかけて、Oliverはグループ会社

の内部監査機能の支援・改善プログラムの一環として、米

国、南米、中国、東南アジア、中東のグループ会社を訪問

しました。また、グループ会社の監査委員に、内部監査関

連の支援・助言も行っています。

 東京海上グループでは、Oliverのように多様な人材の

専門性をグループ全体に取り込むことを積極的に推進し

ています。

 東京海上グループでは、多様な人材の専門性を適材適

所に活用することを通じてグループ全体としての専門性向

上に努めています。

 たとえば、東京海上ホールディングスのInternational	

Head	of	Internal	Auditとしてロンドンの金融街シティ

を拠点に活躍しているGary	Oliverは、内部監査人とし

ての卓越した専門性とグローバルな経験を有しており、グ

ループの内部監査手法の発展に貢献しています。

 Oliverは海外のグループ会社の内部監査部門長で構

成されるInternational	Internal	Audit	Committee

（IIAC）の議長として、自身の経験や知見をグループ横断

で共有しており、この委員会において、世界の最新トレン

ドをもとにベストプラクティスやその関連情報をメンバー

に提供しています。東京海上グループが進出している市

場の多くは急速な発展を遂げており、同氏の経験は非常

に貴重なものとなっています。

グループ一体での専門性向上に向けた人材の活用
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良い会社“Good Company”を実現する原動力は 

「人材の力」です。
東京海上グループは、人材を通じてグループ総合力を発揮していくことを目指しています。

そのため、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる環境・風土を築きます。

 東京海上グループでは、社員一人ひとりの成長とグルー

プ会社間の連携強化がグループ一体経営実現の原動力

であると考えており、グループ会社間の人材交流を積極的

に支援しています。

 たとえば、賃貸住宅にお住まいの方を対象とした火災

保険商品を提供する東京海上ミレア少額短期保険で入社

6年目の白水は、東京海上日動の個人商品業務部・火災

グループに出向し、営業部店からの火災保険に関する照

会応答やお客様向け募集文書作成、社会環境やマーケッ

トニーズを踏まえた火災保険の商品開発業務を担当して

います。これらを通じて、火災保険に関する知識を深め、	

一連の商品開発・管理業務を体系的に学んでいます。

 ビジネスモデル等が異なり、出向当初は苦労することも

ありましたが、慣れない環境でチャレンジすることにより

自身の成長に繋がっています。また、人材交流を通じてお

互いを理解し認め合うことで、グループ一体経営には不

可欠な連携強化を図っています。

 東京海上ミレア少額短期保険では、社員がたくましく成

長して自社に戻り、さらに活躍することを期待し、今後も

この取り組みを続けていく予定です。

東京海上日動	

個人商品業務部・火災グループ	

（東京海上ミレア少額短期保険から出向）	

白水	久美子

グループ会社間での人材交流を通じたグループ一体経営の実現
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	企業価値向上への取り組みを支える仕組み〜人材の力〜

研修プログラムの様子

 さらに、国を跨ぐ異動を前提とした海外の人材を採用

し、米国での2年間の研修プログラムの後に海外のグルー

プ会社をローテーションさせ育成していくプログラムも試

行しています。今後、本格的な展開を図り、様々な国から

グループ横断で活躍する人材の育成を図り、その裾野を

広げていきたいと考えています。

ながら、グループ全体で各社の持つ知見が活かせる体制

を構築しています。

 このような取り組みを通じて、グループ全体の人事ネッ

トワークを最大限に活用するとともに、グローバルに人事

機能を高めていくことに繋げています。

 東京海上グループでは、人材育成をグループレベルで

実現するため、様々な取り組みを実施しています。

 たとえば、北米のグループ会社が主催する研修では、多

様なグループ会社（米国、ブラジル、メキシコ、マレーシア、

日本等）の人材を集めた研修を実施しています。この研修

は、ビジネスプロセスの改善に資するテーマを各チーム

が決定し、試行等を通じてその効果を明らかにしながら実

際のビジネスに反映させることを目指す実用的なプログ

ラムです。チーム活動による多くの学びに加えて、国や会

社の枠を超えた活発な論議を通じて多様な考え方・価値

観に触れ、相互理解を深める機会となっています。

 また、グローバル人材の裾野を拡大するべく日本から

海外現地法人へ派遣する研修も継続的に実施しています。

部門を超えたチーム（営業部門、アンダーライティング部

門、損害サービス部門等）を編成し、日本で培った知見・

経験を活かして、現地ローカルスタッフと論議を重ねて現

地ビジネスの貢献に資する提言を行うなど、現地オペレー

ションを学ぶだけでなく、双方にとって意義があり深い学

びにも繋がる工夫を加えながら展開しています。

 東京海上グループでは、グループのネットワークを活用

し、グローバルな共通課題について互いに知恵を出し合

い協力して取り組むことでシナジーを生み出しています。

 たとえば人事部門においては、各地域（米国、アジア、中

東、欧州等）を統括する人事部門の代表者が一堂に会する

グローバル人事会議を継続的に開催し、グローバルに推

進・解決すべき主要テーマを中心に論議・検討を行って

おります。

 会議では、経営課題の共有をはじめ、グローバル経営を

担う人材の育成・マネジメントに関する論議や各地域にお

ける課題・主要施策の相互理解など、グローバルな共通課

題について集中的に論議を重ねています。

 また、会議で決定した方針について定期的に電話会議

で進捗を確認するなど、会議後においても連携を取り	

グループ総合力を活かした人材育成

グループネットワークの活用
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多様な人材が活躍できる環境・風土

東京海上グループでは、「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く」と

いうグループの経営理念に基づき、人権を尊重するとともに、性別・年齢・国籍等の多様性を受

容しています。多様な価値観を個性として受け入れ、その力を束ねていくことで、より大きな成果

を生み出しています。

Tokio	Marine	Group	Diversity	Forum	2017のパネルディスカッションの様子

に関する経験や身近な事例について、文化の違いや	

グローバルな視点にも触れながら論議しました。また、後

日各職場にてミニフォーラムを開催し、全社員がアンコン

シャス・バイアスについて考え、D&Iの重要性について理

解を深める機会となりました。

 多様な人材の能力を最大限に引き出す企業風土の醸成

やダイバーシティ&インクルージョン（以下「D&I」）の一層

の推進に取り組んでいます。

 たとえば、2017年度にはアンコンシャス・バイアス（無意

識の偏見・思い込み）をテーマに「Tokio	Marine	Group	

Diversity	Forum	2017」を開催し、グループ各社から

217名が参加しました。

 当日はグループCEO兼グループカルチャー総括の永野

のメッセージに始まり、外部講師による基調講演、社員に

よるパネルディスカッションの後、参加者によるグループ

ディスカッションを行い、熱気溢れる会となりました。パネ

ルディスカッションには、国内グループ会社の女性部支店

長を始め、外国籍のマネージャーやTokio	Marine	

North	America社のChief	HR	Officerといった多様な

人材がパネリストとして参加し、アンコンシャス・バイアス

ダイバーシティフォーラムの開催
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 女性社員が自律的にキャリアを構築し、より広いフィー

ルドで活躍できるよう、様々な機会やチャレンジの場を提

供しています。

 たとえば、国内グループ各社合同で、職種や働く環境が

異なる女性社員を対象に、「女性の活躍推進研修」や「マ

ジきら会」を開催しています。参加者が多様な価値観や考

え方に触れることで、自らのキャリアについて考え、気付

きを得る場となっています。

 このようなグループ全体の女性活躍推進の取り組みや

実績等が評価され、東京海上ホールディングスは、女性活

躍推進に優れた企業として、経済産業省と東京証券取引

所が共同で選定する2017年度「なでしこ銘柄」に選定さ

れました。当社の選定は2013年度、2015年度に続き	

3度目となります。また、女性の活躍推進に積極的に取り

組んでいる企業の男性リー

ダーによる「輝く女性の活躍を

加速する男性リーダーの会」行

動宣言に社長自らが賛同を表

明しています。

 東京海上日動では、継続的に女性管理職や管理職候

補者を輩出するため、3つのK（「期待して」「鍛えて」「活躍

	企業価値向上への取り組みを支える仕組み〜人材の力〜

国内グループ各社合同でのマジきら会の様子

する機会と場を提供する」）を基本姿勢とし、個々人のキャ

リアビジョンを踏まえた役割の付与と年間を通じたOJT、

部門を越えた人事異動や選抜制研修の実施等、本人の意

欲と能力に応じて挑戦が可能な環境を整えています。そ

の結果、女性管理職が2007年の43名から約6倍の240

名に増え、営業、損害サービス第一線の責任者としても、

多くの女性が活躍しています。今後も意思決定の場に女

性が当たり前に参画していくことを目指し、女性管理職の

輩出、管理職候補の育成に向けて取り組みを加速してい

きます。

経営に優れた企業として、経済産業省と東京証券取引所

が共同で選定する「健康経営銘柄」に3年連続で選定され

ています。あわせて、当社、東京海上日動、東京海上日動

あんしん生命、東京海上日動メディカルサービス、東京海

上日動システムズの5社は、健康経営優良法人・大規模

法人部門にも認定されました。

 東京海上グループの事業の原動力は「人材の力」であ

り、社員とその家族の心身の健康を大切にしています。こ

のような、”Good	Company”をつくる原点は健康経営

そのものであるという理念のもと、健康増進、生活習慣改

善、重症化予防、メンタルヘルス等の課題に対して施策を

立て、取り組んでいます。

 たとえば、東京海上日動では、各拠点のリーダーと全国

に配置している産業保健スタッフ（産業医、保健師、看護

師）とが連携し、社員の健康増進、生活習慣の改善等に	

向け、PDCAを着実に実践しています。こうしたグループ

各社の取り組みにより、東京海上ホールディングスは健康

女性の活躍推進

健康経営の推進
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社員一人ひとりの成長

～やりがい、健康、人生の豊かさ向上～
チーム一体感

会社の成長

～お客様に選ばれ成長し続ける会社～

働き方の変革

社員一人ひとりが仕事にやりがいと意義を見出し、チーム一体となってイキイキと誇りをもって生産性高く働くことによって、

社員と会社がともに成長し、その成長が更なるワーク・エンゲージメントの向上に繋がるという相乗効果を生み出す！

意識 仕事

場所 時間

変革の要素

所有のモバイル端末から会社メールの確認・送受信を可

能としたり、業務特性に合わせて会社所有のモバイル端

末を貸与するといったインフラ面の整備や、在宅勤務・モ

バイルワークの実施対象を全社員とするといった制度面

の整備を行っています。勤務場所や勤務時間を柔軟に	

選択できる環境を整えることで、多様な社員が生産性高く

働くことを目指していきます。こうした取り組みを通じて

創出された時間を、高い付加価値の提供や個人の成長

（やりがい、健康、人生の豊かさが向上）・ワークライフバ

ランスの実現に向けて有効活用していくことで、会社・社

員双方の持続的な成長を目指していきます。

 さらに、社員一人ひとりが「多様な働き方」を実現して

いくことを支援する取り組みとして、グループ各社におい

て、一日の勤務時間を柔軟に変更できる制度（勤務時間

自由選択制度）を導入しているほか、育児・介護休業制度、

ボランティア休暇、特別連続有給休暇制度等の様々な制

度を整備しています。こうした制度を通じて、社員一人ひ

とりが自らのおかれた状況に応じた最適な働き方を選択

できるようにし、育児や介護等を担う社員が活躍し続けら

れるような環境を整えています。

 東京海上グループでは、D&Iの推進の基盤となる「働き

方改革」にも取り組んでいます。当グループでは、「私た

ち一人ひとりの成長」と「会社の成長」の両立を目的とし

て、「働く時間」「働く場所」「働き方」「意識」等を変え、「生

産性高い働き方」を追求し、「多様な働き方」を認め合う

ことを、「働き方の変革」と呼んでいます。

 限りある時間の中で最大限の成果を発揮するためのイン

フラの整備や、子育てや親の介護等一人ひとりの状況に応

じて最適な働き方を選択できるルール・制度の整備を進め

ています。「働き方改革」というと、生産性や効率性といっ

た厳しい競争環境を勝ち抜く「会社の成長」という一面が

フォーカスされがちですが、当グループの「働き方の変革」

にはもう一つ大きな軸があります。それは、当グループで

働くすべての人が、将来にわたって仕事を通じて成長を実

感し、やりがいや本人・家族の健康、人生の豊かさを高め

ていくということです。あわせて会社が成長するという相

乗効果が生み出されている状態が、私たちの目指す

“Good	Company”の一つの要素であると考えています。

 たとえば、東京海上日動、東京海上日動あんしん生命	

では、専用アプリの活用により、移動中や外出先で個人	

働き方の変革
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