
　熊本県域の地震で被災された皆様に心よりお見舞い

申しあげます。一刻も早く、安心して生活ができる環境に

戻れますよう、心よりお祈り申しあげます。

　昨年度の日本経済を振り返りますと、新興国経済の

減速に端を発する為替や株価の不安定な動き等により、

弱さも見られたものの、緩やかな回復基調が続きました。

金利については年度始から低位で推移してきましたが、

日銀のマイナス金利政策の導入以降、より一層低下し、

当社経営への大きな影響が懸念される状況となっております。

　こうした経営環境の一方で、女性の社会進出やシニア

マーケットの拡大を背景に、医療・介護、相続・資産形成

等、生命保険に関するニーズは高まっております。

当社は、この様なお客様ニーズの変化や多様化を、

更なる成長の好機と捉え、「真に最大・最優、信頼度抜群

の生命保険会社」を目指し、あらゆる面で企業価値向上

に取り組んでまいります。

　私は、社長就任時に、お客様から永続的に信頼

をいただける会社に成るために、「真に最大・最優、

信頼度抜群の生命保険会社に成る」というニッセイ

全員目標を掲げました。

　平成２７年度からは、前３カ年経営計画「みらい創造

プロジェクト」で実現した「成長基調への反転」を

ベースに、１０年後を見据えた「中長期的な成長基盤

の構築」と「揺るぎない国内Ｎｏ．１プレゼンスの確立」

を実現すべく、３カ年経営計画「全・進」をスタート

させました。「全・進」には「“全”員が“心”を一つにし、

“全”員で“前”へ“進”む」という意味を込めております。

　「全・進」では、成長戦略として「国内保険事業の

強化」「グループ事業の強化」に、経営基盤構築と

して「顧客基盤強化」「財務基盤強化」「人財育成」

に取り組みます。そして、経営目標として、「国内新契約

シェアＮｏ．１」・「保有年換算保険料６％成長」・「お客様数

お客様の大切な想いを

いちばん近くでお支えする

生命保険会社であるために

～“大切な人を想う”のいちばん近くで。～

Top Message

はじめに ３カ年経営計画「全・進」の１年目を振り返って
ぜん しん

日本生命の現状 201608



代表取締役社長

１，１７０万名」・「グループ事業純利益３００億円」・「固定

費１７０億円効率化」・「自己資本１兆円積み立て」の

６項目の達成を目指しております。

　平成27年度の実績は、新契約シェアが国内１位

となり、保有年換算保険料は対前年３．２％増加しました。

お客様数は対前年１０万名増加の１，１６７万名、

グループ事業純利益は１５６億円となり、自己資本を

０．６兆円積み立てることができました。このように、

それぞれの目標において、堅調な進捗状況にあります。

３カ年経営計画の達成に向けて、引続き全役員・

職員一丸となって取り組んでまいります。

　魅力的な商品・サービスの提供と販売・サービス

チャネルの強化・多様化を進め、お客様の様々な

ニーズにお応えしてまいります。

魅力的な商品・サービスの提供
　平成２７年４月に発売した「継続サポート３大疾病

保障保険付プラン“５つ星”」は、３大疾病（がん・急性

心筋梗塞・脳卒中）になられた際に、一時金に加え

最大４回の年金をお支払いし、お客様の長期にわたる

治療をサポートする保険です。多くのお客様にご支持

いただき、ご契約件数は40万件を超えました。

　平成２８年４月には、業界初の仕組を取り入れた

ニッセイ長寿生存保険「ＧｒａｎＡｇｅ」を発売しました。

成長戦略

国内保険事業の強化
（セグメント別戦略のステージアップ）

エイジグラン
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万一の場合にご遺族をお支えする従来の死亡保障

保険とは異なり、ご自身が長生きされるほど大きな金額

をお支払いする、新しいコンセプトの商品です。また、

発売にあわせて「ＧｒａｎＡｇｅ プロジェクト」をスタート

させました。「人生１００年」とも言える長寿社会の

セカンドライフを、お一人おひとりが「安心して・自分

らしく」過ごすことができるよう、商品・サービスに加え、

健康増進に資する情報や地域との交流機会の提供等

にも取り組んでまいります。

　また、金融機関窓口販売専用の商品として、平成

２７年７月に一時払終身保険「ロングドリームＧＯＬＤ」を、

平成２８年４月に変額年金保険「ラップドリーム」を発売

しました。いずれも、低金利が続く中、相対的に高い

利回りが期待できる外貨建て商品で、お客様の相続

対策・資産形成ニーズに積極的にお応えしたものです。

販売・サービスチャネルの強化・多様化
　当社は、フェイス・トゥ・フェイスの営業職員チャネル

を中心に、来店型店舗であるニッセイ・ライフプラザ

や金融機関、代理店、法人向けサポート等、お客様

のご要望にお応えするための販売・サービスチャネル

を幅広く展開しております。

　昨年度には、新たに、乗合代理店を運営するライフ

サロンやライフプラザパートナーズへ出資を行い、自ら

複数の保険商品を比較・検討したいというお客様にも

お応えできるよう取り組んでおります。また、お客様との

接点の拡大に努めるべく、ニトリやＮＴＴドコモといった

他業態の企業とも提携し、乗合代理店事業の展開を

進めてまいります。
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　中長期的な成長基盤を構築するため、海外保険事業、

アセットマネジメント事業、国内生命保険マーケットの

深耕に資する事業を推進してまいります。経営目標として

「グループ事業純利益」を、平成２７年度からの３年間で

３００億円、１０年間で１，０００億円に設定し、日本生命

グループ全体で収益拡大に取り組んでまいります。

国内生命保険マーケットの深耕に資する事業等
　平成２７年１２月、当社は三井生命と経営統合しました。

今年度から「統合戦略室」を立ち上げ、相互の人材

交流を開始し、金融機関窓口販売や代理店領域に

おける商品供給力強化、資産運用の体制強化等に

向けて取り組んでおります。今後もあらゆる領域で

相互に協力し、シナジーを創出してまいります。

海外保険事業
　平成２７年１０月、ナショナルオーストラリア銀行と、

同行傘下の豪州ＭＬＣの生命保険事業への出資に

ついて合意しました。本件は当社初の海外大型

マジョリティ出資となります。また、インドにおいては、

リライアンス・ライフ・インシュアランスへの出資比率を

引き上げるとともに、「リライアンス・ニッポンライフ・

インシュアランス」に社名変更しました。両社の協力関係

を一層強化し、収益の向上を通じてご契約者利益の

拡大に努めてまいります。

アセットマネジメント事業
　生命保険事業との親和性が高いアセットマネジメント

事業について、子会社のニッセイアセットマネジメント

を中心に、アジア拠点であるニッポンライフ・グローバル・

インベスターズ・シンガポールおよび海外の提携先と、

グループ一体となった取組で、国内・海外双方で

収益拡大を推進してまいります。平成２８年３月には、

リライアンス・キャピタル・アセットマネジメントへの

出資比率を引上げ、「リライアンス・ニッポンライフ・

アセットマネジメント」に社名変更しております。

グループ事業の強化
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　営業職員がお客様お一人おひとりを訪問し、入院

等の有無の確認、契約内容やサービス・手続き等を

ご案内する「ご契約内容確認活動」を中心に、フェイス・

トゥ・フェイスのアフターサービスに取り組んでいます。

また、インターネットや電話等、それぞれの利便性を

いかし、ご契約者の多様なニーズにお応えするサービス

提供に取り組んでおります。

　平成２７年１０月、７０歳以上のご契約者を対象に、

ご家族からの契約内容や手続きのご相談にお応え

する「ご契約情報家族連絡サービス」を開始しました。

また、平成２８年４月、万一の場合に、ご心痛な状況で

ご遺族が担われる様々な手続きをお支えする「ニッセイ

ご遺族あんしんサポート」を開始しました。引続き、

ご契約者、ご家族の皆様に安心いただけるサービス

の提供に努めてまいります。

　強固な財務基盤を構築し、お客様に長期にわたり、

保険金・給付金等を確実にお支払いし、ご契約者への

配当を安定・充実させてまいります。当社の自己資本は、

平成２７年度末で４．８兆円となり、高い健全性を確保して

おりますが、今後の経営戦略の実行を見据えた更なる

財務基盤強化の観点から、中長期的な自己資本の

目標水準を６．５兆円に設定し、３カ年経営計画では

１兆円の積み立てを行ってまいります。

　お客様からお預かりした保険料については、長期

かつ安定的な運用に努めるとともに、環境や地域・

社会との共生を意識した、社会的責任投資にも取り

組んでおります。３カ年経営計画では、インフラ領域や

環境領域、国内外ベンチャー等の成長・新規領域への

投融資目標を設定し、こうした領域への取組を強化

してまいります。

　今後も、当社を取り巻くリスクを統合的かつ戦略的

に管理・コントロールしつつ、収益の長期安定的な

向上や財務の健全性確保に努めてまいります。

　平成２７年度から私が座長を務める「人財価値向上

プロジェクト」をスタートさせました。職員が意欲的・

前向きに働く組織・風土づくりを進め、「自らの職務に

『使命感』と『誇り』を持ち、人としての魅力に溢れる

“人財”の育成」に取り組んでまいります。

　とりわけ、当社職員の９割を占める女性の活躍は

重要であり、ライフイベントとの両立を支える制度面

の拡充、様々なキャリア形成支援を通じ、職務領域

の拡大・管理職への積極的な登用を進めてまいります。

　また、全ての職員がイキイキと活躍できるよう、

「ワーク・ライフ・バランスの向上」と「健康増進」に

取り組み、「健康経営」を推進してまいります。今年度

から、「介護に向き合う全員行動」として、セミナー

やボランティアへの参加等を通じて職員の介護

への理解を深め、介護と仕事の両立支援にも取り

組んでまいります。

　加えて、所属長（課長層）をニッセイ版“イクボス”

として育成し、「人財価値向上プロジェクト」推進の

要として位置付けてまいります。

顧客基盤強化　

財務基盤強化

人財育成
経営基盤構築
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　当社は「親しみやすく、最も身近な生命保険会社で

ありたい」という想いを込め、「“大切な人を想う”の

いちばん近くで。」を企業メッセージとしております。

　この想いを実際の行動に移すべく、日々の活動を

通じて、フェイス・トゥ・フェイスでお客様に「安心・安全」

をお届けしながら、全役員・職員が社会貢献活動に

取り組む「ＡＣＴＩＯＮ ＣＳＲ－Ｖ ～７万人の社会貢献

活動～」を展開し、よりよい地域・社会づくりに貢献

してまいります。

　また、当社は２０２０年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会にゴールドパートナー（生命保険）

として協賛いたします。アスリートを支える人々の

様々な想いと、保険を通じてお客様の人生をずっと

支えていきたいという当社の想いを重ね、「Ｐｌａｙ，

Ｓｕｐｐｏｒｔ．さぁ、支えることを始めよう」をスローガン

に設定しました。スポーツを通じた次世代育成や

障がい者スポーツの支援等に全役員・職員で積極的

に取り組み、大会開催への機運醸成に貢献して

まいります。

　当社は、これまでも長期的な視点から、健全で堅実な

経営に努め、大規模な災害や金融危機等の状況下

においても確実に保険金・給付金等のお支払いを

続けてまいりました。いつの時代でも、生命保険事業

の使命は、お客様への保障責任を全うし、お客様に

「安心・安全」をお届けすることであります。

　私達一人ひとりが、改めてこの使命を胸に刻んで

日々の業務に取り組み、お客様をはじめとする様々な

ステークホルダーと共に発展してまいりたいと考えて

おります。

　引続き、ご支援、ご愛顧を賜りますよう、よろしく

お願い申しあげます。

“大切な人を想う”のいちばん近くで。

代表取締役社長

終わりに 

平成28年7月
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