
経営についてⅠ
  1. アニコムグループの概要 ……………………………15

  2. 2015年度の事業概況 ………………………………16

  3. コーポレート・ガバナンスの状況 …………………18

      コーポレート・ガバナンス体制 ……………………18

      反社会的勢力の排除 …………………………………20

  4. 内部統制システム ……………………………………21

  5. コンプライアンス ……………………………………23

      コンプライアンス体制 ………………………………23

      勧誘方針 ………………………………………………24

  6. リスク管理 ……………………………………………25

  7. 個人情報の保護 ………………………………………27

      特定個人情報保護基本方針 …………………………31

  8. 利益相反取引の管理 …………………………………32

  9. 募集制度 ………………………………………………33

10.「お客様の声」への対応 ……………………………35



経
営
に
つ
い
て

■アニコムグループの概要　（2016年7月1日現在）

アニコムグループの概要1　経営についてⅠ

■アニコム ホールディングスの概要　（2016年7月1日現在）

※  アニコム損保の概要は02ページをご参照ください。

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主
事業内容

アニコム フロンティア株式会社
（Anicom Frontier, Inc.）
2005年2月25日
30百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100%）
生命保険募集、損害保険代理業

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主
事業内容

アニコム パフェ株式会社
（Anicom Pafe, Inc.）
2004年12月24日
380百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100%）
動物病院支援事業

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主
事業内容

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主
事業内容

アニコム先進医療研究所株式会社
（Anicom Specialty Medical Institute Inc.）
2014年1月24日
200百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）
動物医療機関を経営する業務

アニコム キャピタル株式会社
（Anicom Capital,Inc.）
2015年7月7日
50百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）
ベンチャー・キャピタル事業

社名
（英文社名）
設立年月日

本社所在地

電話番号
資本金
事業内容

アニコム ホールディングス株式会社
（Anicom Holdings, Inc.）
2000年7月5日
（株式会社ビーエスピーとして設立）
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー39階
03-5348-3911
4,396百万円
子会社の経営管理

　アニコム ホールディングス株式会社は、保険業法
第271条の18に基づく保険持株会社であり、アニコム
損害保険株式会社を中核とした、グループ全体の経営
戦略・経営計画の立案をはじめ、子会社の経営管理を
担っています。各社の付加価値創出力を極限まで高める
ことで、グループ全体の無限大の価値創造を具現化
することを目指しています。
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2015年度の事業概況2　経営についてⅠ

（1）事業の経過及び成果等

　当事業年度におけるわが国の経済は、日銀による大幅な
金融緩和政策が継続しているものの、個人消費の停滞に加え、
米国の利上げ、欧州の金融緩和、中国経済の減速など国や
地域によって景況感に温度差があることに加え、原油をは
じめとする不安定な商品市況などが相俟って不透明な状況
が続き、依然として本格的な景気回復とは至らない状況です。
　このような状況のなか、当社は、重点施策である「収益
力強化」「予防」に注力してまいりました。
　収益力強化対策としては、ペットショップ代理店チャネ
ルの強化として、取引先の拡大や保険付保率の向上に努め
た結果、同チャネルにおける新規契約数は対前期で約15％
増の86千件の実績となりました。また、前期に実施した保
険料改定、入通院の限度日数の導入、健康割増引制度の導
入などの損害率改善策の効果もあり、損害率は改善基調と
なりました。
　予防推進策としては、これまでの予防啓発活動を継続す
るほかに、2015年12月にアニコムグループ各社と共催で西
新宿に「アニコパーク」を開設し、どうぶつと飼い主が一
緒に健康測定やドッグヨガを体験できるサービスや、心と
身体に優しい料理の提供などを通じ、健康診断・測定によ
る健康状態の管理・病気の早期発見、薬やサプリメントに
頼らずに健康を維持するための適切な食事と運動・生活環
境の提案を実施しています。さらに「健康の見える化」を
推進すべく、腸内細菌に着目した研究を開始するなど、単
なるケガ・病気の防止という観点の「予防」から、保険契
約者・被保険どうぶつが健康で長生きできるサービスを提
供するべく取り組んでいます。

　以上の結果、当事業年度の業績は次のとおりとなりました。
　保険引受収益25,370百万円（前事業年度比16.7％増）、
資産運用収益745百万円（同42.8％増）などを合計した経
常収益は26,130百万円（同17.2％増）となりました。一方、
保険引受費用17,394百万円（同9.3％増）、営業費及び一般
管理費5,998百万円（同33.5％増）等を合計した経常費用
は23,592百万円（同12.7％増）となりました。以上の結果、
経常利益は2,537百万円（同85.6％増）となり、これに、
特別損益、法人税及び住民税等を加減した当期純利益は
1,709百万円（同87.3％増）となりました。

【保険引受の概況】
　正味収入保険料は25,370百万円、正味支払保険金は
13,547百万円、損害調査費は895百万円となり、正味損害
率は56.9％となりました。また、保険引受に係る営業費及
び一般管理費は5,942百万円、諸手数料及び集金費は1,591
百万円となり、正味事業費率は29.7％となりました。
　正味支払保険金、損害調査費、諸手数料及び集金費に支
払備金繰入額122百万円、責任準備金繰入額1,237百万円を
加算した保険引受費用は17,394百万円となり、保険引受収
益25,370百万円から保険引受費用、保険引受に係る営業費
及び一般管理費等を控除した保険引受利益は2,033百万円
となりました。

（2）対処すべき課題

　当社は創業以来、わが国におけるペット保険市場の創造
に努めてまいりましたが、ペット保険の先進国である英国
等と比較すると、認知度及び加入率は依然として低く、成
長途上の市場と認識しています。人間の健康保険制度が社
会的なインフラとして確立されているわが国において、診
療費から保険金を差し引いて病院窓口での支払い手続きが
完結する当社のペット保険が、いわば、「どうぶつの健康保
険制度」として社会に広く認知・活用されるよう、今後と
も取り組んでまいる所存です。その実現のために、対処す
べき課題として以下を認識しています。

①ペット保険の認知度及び加入率の向上
　ペット保険の認知度及び加入率は年々向上していますが、
その具体的な補償内容や、必要性・利便性等は十分に認知
されていないと思われます。幅広くペット保険を知ってい
ただくために、契約者へのアンケート結果を基にした
「ニュースリリース」の定期的な配信や、保険金支払い実績
やペットにかかわる様々なデータをまとめた「家庭どうぶ
つ白書」を毎年発刊するなど、積極的な広報活動やイベン
トの企画・協賛を行うとともに、お客様のニーズを捉えた
商品の開発を行い、ペット保険の認知度及び加入率の向上
に取り組んでまいります。

②ペット保険販売網の拡充
　どうぶつの販売と同時に保険募集を行うことができる
ペットショップ代理店網のさらなる拡充を図るほか、既に
どうぶつと生活している方々の加入を促進すべく、新たな
チャネルの開拓と確立が必要であると認識しています。地
方銀行、信用金庫を中心としたエリア特化の金融機関代理
店網の拡充や、保険販売力のあるカーディーラー代理店の
開拓、企業代理店との提携による職域への展開、他の生損
保会社との業務提携を視野に入れた大規模な販売チャネル
の拡充等に取り組みます。

③代理店における業務品質の向上
　ペットショップ代理店においては、商品内容をより深く
理解するための商品勉強会や、保険募集人の保険販売スキ
ルを強化することを目的とした販売講習会等を実施し、業
務品質の向上を図ってまいります。一般代理店においては、
ペット保険の必要性をわかりやすく説明するセールス・トー
クの強化や、補償内容やメリット、保険金請求方法の説明
が行いやすい商品パンフレットの提供等を通じて、契約者
に対する適正な情報提供に努めつつ、契約募集力の強化に
つなげる所存です。

④業務の適切性と効率性の継続的改善
　ペット保険は、他の保険商品と比べて保険金請求頻度が
高く、請求内容の調査と保険金支払いに係る迅速性、適切性、
及び効率性が求められることから、業務システムの不断の
改善と業務担当者への継続的な教育・研修に努めています。
また、ご契約者自身がパソコンやスマートフォンを使用し
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●決算の仕組み（2015年度） （単位：百万円）

保険引受収益 25,370

正味収入保険料 25,370

保険引受費用 17,394

正味支払保険金 13,547

損害調査費 895

諸手数料及び集金費 1,591

支払備金繰入額 122

責任準備金繰入額 1,237

保険引受に係る
営業費及び一般管理費 5,942

保険引受利益 2,033

経常収益 26,130

経常費用 23,592

特別損失 57

特別利益 0

法人税及び住民税 864

経常利益 2,537

法人税等調整額 △94

当期純利益 1,709

資産運用収益 745

利息及び配当金収入 333

有価証券売却益 411

営業費及び一般管理費 5,998
（うち保険引受に係る
営業費及び一般管理費） 5,942

その他経常費用 17

資産運用費用 182

その他経常収益 14

て契約情報等を入力する「マイページ」の機能の拡充等を
通じて、業務効率の継続的改善を推進してまいります。

⑤既存契約の継続率の維持・向上
　ご契約者満足度の向上を目的として、どうぶつの健康・
しつけ相談サービスの無償提供や、提携施設の優待サービ
スが受けられる「どうぶつライフサポートサービス」を提
供しています。また、どうぶつの誕生日には、「バースデー
カード」を送るなど、One to Oneサービスを徹底して行
うことにより、高い継続率の維持とさらなる向上に取り組
みます。

⑥予防への取り組み強化
　経営方針である「飼い主の皆様の『涙』を減らし、『笑顔』
を生みだす」を実現すべく、保険金の請求データの分析等

により、予防に資する情報をご契約者へ発信するとともに、
獣医療の高度化や標準診療の確立、遺伝性疾患の撲滅に向け、
研究機関等との共同研究を進めています。

⑦モラルリスクの排除
　損害保険業界では保険金の不正請求等の防止に取り組ん
でいますが、ペット保険においても保険金の不当・不正な
請求の防止は大きな課題と認識しています。保険契約者、
被保険者、動物病院からの保険金の請求内容や診療内容等
の精査やデータ分析を実施し、不正請求等を排除するとと
もに、ホームページに「保険金の不正請求に関する通報窓口」
を設け、不正請求に関する情報の収集、対応に努めています。
また、提携動物病院への管理・点検の強化により、不正請
求が発生しない仕組み、環境をつくり、ペット保険の健全
な発展に努めてまいります。
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コーポレート・ガバナンスの状況3　経営についてⅠ

■コーポレート・ガバナンス体制
　当社は、アニコム ホールディングス株式会社が制定した経営理念及び経営方針等に沿って、すべてのステークホルダーに
対する責務と約束を果たすことにより、その社会的使命を全うするとともに、企業価値のさらなる向上を目指します。これら
を着実に実現するため ｢コーポレート・ガバナンス基本方針｣ を策定し、健全なコーポレート・ガバナンス体制の維持・強化
に取り組みます。

（1）取締役会・取締役

　取締役会は、取締役8名（2016年7月1日現在）で構成され、
当社の方針や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のほか、適切な内部管理態勢
を構築・運用する責務を負い、毎月1回の定時開催に加えて、
必要に応じて随時開催しています。なお、事業年度毎の業
績に対する経営責任を明確にするため、取締役の任期は1年
としています。

（2）監査役会・監査役

　監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名（2016年7
月1日現在）で構成され、監査方針・監査計画等の決議を行
うほか、監査に関する重要事項の協議・報告を行っています。
監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、当社の
健全で公正な経営に寄与し、社会的信頼に応えるべく、取
締役の職務の執行を監査しています。監査の実施にあたっ
ては、監査役会で定めた監査役会規則、監査役監査基準、
監査方針、監査計画等に従い、質の高い監査を実施するよ
う努めています。

（3）社外・社内の監査体制

①社外の監査体制
　当社では、会計監査人（外部監査人）による会社法に基
づく監査が実施されており、会計監査人は、監査役、監査
役会及び内部監査室と相互協力し、効率的かつ有効な会計
監査の実施に努めています。

②社内の監査体制
　内部監査室は、内部監査基本方針・内部監査計画等に基
づき、すべての部門を対象に内部監査を実施しており、内
部事務処理等の問題点の発見・指摘にとどまらず、内部管
理態勢全般の評価及び改善策の提言等について、定期的に
取締役会へ報告しています。

（4）保険計理人

　当社では、保険計理人を選任し、保険料の算出方法その
他の保険数理に関する事項について、顧客の公平な取扱い
及び財務の健全性等の観点から、法令等に則り確認してい
ます。

（5）経営会議

　当社では、常勤役員及び執行役員から成る経営会議を設
置し、経営にかかる意思決定に至る協議の充実と業務執行
の効率化を図っています。

（6）  コーポレート・ガバナンスを強化する重要
な委員会

　当社では、内部管理態勢の強化と、適切かつ迅速な経営
判断を行うため、以下の委員会を設置しています。

①コンプライアンス・リスク管理委員会
　代表取締役社長を委員長として四半期毎に開催し、コン
プライアンスに関する諸施策の検討、コンプライアンス・
プログラムの推進状況の検証、コンプライアンス教育の企
画・運営等のほか、情報セキュリティ管理に関する計画及
びその進捗状況の審議、報告を目的としています。

②グループ危機管理委員会
　アニコム ホールディングス株式会社の代表取締役を委員
長として半期毎に開催し、危機管理方針に従って、緊急事
態を想定し、統一的な危機管理態勢を構築・維持・継続す
ることを目的としています。

③保険金適正支払委員会
　給付管理部担当執行役員を委員長として四半期毎に開催
し、保険金の支払状況のモニタリングや、支払いに関する
お客様からの苦情・ご意見等の調査・分析を通じて、常に
適正な保険金の支払いが実行されるよう検証し、改善する
ことを目的としています。

18 Anicom Insurance, Inc. 2016
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④マーケットアウト委員会
　コンプライアンス推進部担当執行役員を委員長として四
半期毎に開催し、お客様からの苦情・ご意見の受付状況や、
これに対する取り組み状況を把握・分析し、経営に反映さ
せることを目的としています。

⑤IT戦略委員会
　IT部担当執行役員を委員長として四半期毎に開催し、経
営戦略や事業課題に沿ったIT戦略の企画・立案のほか、IT
投資計画に対する進捗状況の検証を目的としています。

（7）顧問弁護士

　法律的な課題に対し、顧問弁護士から随時アドバイスを
受け、適法性の確保に努めています。

相互連携

相互連携

内部監査
報告

承認/報告 監督

選定/解職

協議/報告

内部監査

経営管理・モニタリング

選任/解任 選任/解任

相
談
・
助
言

選任/解任
監
査
役
監
査

会
計
監
査

代表取締役

会計監査人

各業務執行部門

経営会議

顧問弁護士

内部監査室

執行役員

監査法人

経営意思決定・監督

業務執行

アニコム ホールディングス株式会社

株主総会

アニコム損害保険株式会社

コンプライアンス・リスク管理委員会

グループ危機管理委員会

保険金適正支払委員会

マーケットアウト委員会

IT戦略委員会

保険計理人

取締役会
取締役8名

監査役会

監査役3名

【コーポレート・ガバナンス図】
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反社会的勢力対応の基本方針の概要

■反社会的勢力の排除
　当社は、反社会的勢力を排除する取り組みを推進していくことが、保険会社の公共的使命と社会的責任を果たす観点から
不可欠であるとの認識のもと、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼を得られるよう、また、業務の適切性
及び健全性を確保するため、以下の「反社会的勢力対応の基本方針」に基づき適切な対応に努めています。

1. 組織・体制
　反社会的勢力対応の責任部門は、コンプライアンス推進部とし、反社会的勢力に関する事項を一元管理する
ものとする。なお、管轄警察署・暴力団追放運動推進都民センター等との日常的な連絡・講習等の窓口は総務
部とし、コンプライアンス推進部に対し、定期的に活動報告を行うものとする。さらに、コンプライアンス推
進部は、反社会的勢力に関する情報のうち、経営に重大な影響を与える、又は、顧客の利益が著しく阻害され
る一切の事項について、取締役会に速やかに報告するものとする。

2. 対応方針
（1）  反社会的勢力との取引を排除するため、以下の点に留意した取り組みを実施する。

①  反社会的勢力との取引を未然に防止するための適切な事前審査の実施や必要に応じて契約書等に反社会
的勢力排除条項を導入する。
②  いかなる理由であれ、反社会的勢力であることが判明した場合には資金提供や不適切・異例な取引は行
わない。

（2）  反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、担当者や担当部門だけに任せることなく、取締役等の
経営陣が適切に関与し、組織として以下の点に留意した対応を行うものとする。
①  反社会的勢力による不当要求に屈することなく対応するとともに、従業員の安全を確保する。
②  積極的に警察・暴力団追放運動推進都民センター・弁護士等の外部専門機関に相談するとともに、暴力
団追放運動推進都民センター等が示している不当要求対応要領等を踏まえた対応を行う。特に、脅迫・
暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに管轄警察署に通報する。
③  あらゆる民事上の法的対抗手段を講じるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇
しない対応を行う。
④  反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、反社会
的勢力対応と不祥事案の責任部門であるコンプライアンス推進部が速やかに事実関係を調査し、適切な
対応を行うこととする。

コーポレート・ガバナンスの状況3　経営についてⅠ
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内部統制システム4　経営についてⅠ

内部統制システム基本方針

　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める株式会社並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するために必要な体制を整備し、経営管理の強化及び質の向上を図ることを目的として、「内部統制システム基本方針」を
取締役会において決議し、本方針に従って内部統制システムを適切に構築・運用します。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）   当社は、取締役及び使用人（以下、役職員と言う）が、アニコム ホールディングス株式会社の定めた「グルー

プ 倫理規範」を遵守し、日常活動における判断・行動に際しては、コンプライアンスを最優先するよう周
知徹底を図る。

（2）   当社は、法令等遵守の徹底を図るため、「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス・マニュアル」
等を制定し、以下のとおり、事業活動においてコンプライアンスを基本とする姿勢を全役職員に対して周
知徹底するとともに、体制の強化に努める。

  ①  当社は、定期的に開催する「コンプライアンス・リスク管理委員会」において「コンプライアンス基本
方針」の遵守状況等を把握・チェックし、その結果を取締役会に報告する。また、「コンプライアンス・
プログラム」を毎期策定し、その実行を通じ、コンプライアンス遵守態勢の充実を図る。

  ②  当社は、役職員がコンプライアンス上の疑義を発見した場合には、職制を通じた報告ルート以外に、社
内外のホットライン（内部通報制度）を活用できる体制を整備する。また、ホットラインを利用して相
談等を行ったことを理由に、相談者に対して報復行為や人事処遇上の不利な取扱いなど、一切の不利益
な取扱いを行わないこととする。

（3） 当社は、「顧客保護等管理方針」を定め、お客様の資産や情報及び正当な権利を保護する体制を整備する。
（4）   当社は、「情報セキュリティ管理基本方針」を定め、情報資産の保護・管理を徹底する情報セキュリティ管

理体制を整備する。
（5）   当社は、「反社会的勢力対応の基本方針」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との

関係を遮断する姿勢を明確にするとともに、公共の信頼を維持し健全な企業経営を実現するための対応態
勢を整備する。

（6）   当社は、被監査部門から独立した内部監査部門を設置して「内部監査基本方針」を定め、内部管理態勢の
適切性、有効性を監査する体制を整備する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「情報セキュリティ管理基本方針」及び「文書管理規程」の中で、取締役の職務執行に係る情報をは
じめ各種の情報、文書、議事録等の取扱いルールを定め、これらを適切に保存・管理する体制を整備する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）   当社は、事業運営上のリスク管理について、「リスク管理基本方針」及び「統合的リスク管理方針」を定め、

以下のとおりリスク管理態勢を整備する。
  ①リスク管理の統括部署を設置する。
  ②  定期的に開催する「コンプライアンス・リスク管理委員会」において、態勢整備の進捗状況や有効性に

ついて検討し、その結果を取締役会に報告する。
  ③  リスク管理にあたっては、リスクカテゴリーごとに分類して、特定・評価・制御・緊急事態対応プラン

の策定及びモニタリング・報告のプロセスを構築する。
（2）   当社は、「危機管理方針」を定め、平時より危機管理に係る予防措置を講じるとともに、緊急事態に際して

当社が被る損害を極小化し、迅速に通常業務へ復旧するための危機管理体制を整備する。
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4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）   取締役会は、「取締役会規則」及び「職務責任権限規程」を定め、重要事項の決定基準、取締役の職務分掌、

権限範囲等を明らかにするとともに、効率的に業務が遂行されるように組織機構を整備する。
（2）   取締役会は、中期経営計画及び年度計画を策定し、取締役は達成状況の確認を通じて所管業務の執行につ

き多面的な分析・施策の検討を行い、取締役会等に報告する。
（3） 迅速な意思決定と適切な執行が行われるよう、執行役員を選任して特定業務を所管させる。
（4）   常勤取締役及び執行役員による経営会議を設置して、経営にかかる意思決定に関する協議の充実と業務執

行の効率化を図るほか、各部門の業務報告を受ける。

5. 財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、アニコム ホールディングス株式会社の定めた「グループ内部統制基本方針」及び財務報告に係る内
部統制の整備・運用・評価に関する基本的事項を定めた規程に基づき、財務報告の適正性を確保するための
体制、その他法令等に定める情報開示について適切な開示が行われるための体制を整備する。

6. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、アニコム ホールディングス株式会社との間で締結した経営管理契約に基づき、経営戦略や財務戦略
等の重要事項の策定に際して事前承認を求めるとともに、定期的に経営実態等の報告を行う。

7. 監査役監査に関する体制
（1） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    当社は、監査役の監査業務を補佐する専任の使用人（以下、補助使用人という）を配置するとともに、監
査役会の運営に関する事務業務を担う監査役会事務局を設置する。

（2） 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
    「監査役会規則」に基づき、補助使用人の人事異動、考課、表彰・賞罰等については常勤監査役の同意を得
ることとする。また補助使用人は、その職務の執行に関して、監査役の指揮命令のみに服することとする。

（3） 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する事項
  ①  取締役会等において、取締役からの業務の執行状況について報告を受け、また監査役から取締役への意

見開示が適時行われる体制とする。また、代表取締役との定期的な会合として経営審議会を開催し、情
報の共有と意見の交換を行う。

  ②  監査役は、内部監査結果及びコンプライアンスやリスク管理をはじめとする重要事項については、内部
監査室、コンプライアンス推進部、リスク管理部、経営企画部等から、日常的・継続的に報告を求める
こととする。

（4） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  ①  各部署の責任者あるいは担当者は、監査役の求めに応じて業務執行に関する報告を行う。
  ②  監査役の職務の執行に係る費用等については、必要でないことを証明できない場合を除き、請求を受け

た際には速やかに処理を行うこととする。

内部統制システム4　経営についてⅠ

■業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記1～7の体制の運用状況について、継続的に確認・検証し、必要に応じて社内諸規則や業務フローの見直しを実
施するなど、内部統制システムの実効性を高めるよう努めています。また内部監査室は、独立した客観的な立場から、ガバナ
ンスプロセスやコンプライアンス、リスク管理体制など、内部管理体制の適切性・有効性の検証を行っています。
　また監査役は、監査役監査に関する体制整備を継続的に確認・検証するとともに、取締役会等の重要会議への出席等を通じて、
業務執行の状況やコンプライアンスについての重大な違反等がないように監視をしています。
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コンプライアンス5　経営についてⅠ

■コンプライアンス体制
　当社では、以下の「コンプライアンス基本方針」を定め、全役職員に周知徹底するとともに、「コンプライアンス推進体制」
を整え、あらゆる事業活動において、コンプライアンスを最優先することとしています。

コンプライアンス基本方針（骨子）及び推進体制

■基本方針

1. 法令等の遵守
　 各種法令や社内ルールを遵守するとともに、公正で自由な競争を行い、誠実かつ適正な企業活動を行います。

2. 社会・政治との関係
　 社会や政治との適正な関係を維持します。また、反社会的勢力に対しては毅然とした対応を堅持します。

3. 適正で透明性の高い経営
　 業務の適正な運営を図るとともに、適時・適切な情報開示を行い、透明性の高い経営に努めます。

4. 人権の尊重
　 お客様や当社の役職員をはじめ、あらゆる人の基本的人権を尊重します。

■推進体制

　「コンプライアンス・リスク管理委員会」において、コンプライアンス推進のための施策の立案や実施状況の
点検・確認を行うとともに、各部門（支店含む）に責任者であるコンプライアンス・キーパーソン（KP）とコ
ンプライアンス・リスク管理リーダーを配置し、四半期毎にテーマを決めて研修を実施する等コンプライアン
ス推進部が中心となり、コンプライアンスの周知徹底に取り組んでいます。
　また、役職員等がコンプライアンス上の問題（疑義案件を含む）を発見した場合は、直ちにコンプライアン
ス推進部に報告を行うこととしています。さらに発見者が通常ルートでの報告が適当でないと判断した場合には、
社内外のホットラインを利用して報告・相談を行うことができる体制を整えています。

【コンプライアンス推進体制図】

株主総会

取　締　役　会

コンプライアンス・リスク
管理委員会代表取締役社長

監　　査　　役

監　査　役　会

内部監査室

各部
コンプライアンス

KP/リーダー

各部
コンプライアンス

KP/リーダー

各部
コンプライアンス

KP/リーダー

各支店
コンプライアンス

KP/リーダー
・・・

コンプライアンス推進部
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■勧誘方針
　当社では、以下の「勧誘方針」を定めて、適正な保険商品の販売・勧誘に努めています。

勧誘方針

1. お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます 
（1）保険商品の販売について 
　　・  お客様の保険商品に関する知識、ご経験、目的など、保険商品の特性に応じた必要な事項を勘案し、

お客様のご意向と実情に沿った保険商品の説明及び提供に努めます。
　　・  お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
　　・  お客様に保険商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めるとともに、お客様が十分

にご納得のうえ、ご契約いただくよう努めます。
（2）各種対応について 
　　・  お客様からのお問い合わせに、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
　　・  保険金支払事由が生じた場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金の適正な支払に努めます。
　　・  お客様のご意見・ご要望を、保険商品開発や販売活動に活かしてまいります。

2. 各種法令等を遵守し、保険商品の適正な販売に努めます 
　　・  保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、その他の

関係法令等を遵守します。
　　・  適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売に携わる者の研修に取り組みます。
　　・  お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱い及び厳正な

管理をいたします。

　以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」（平成12年法律第101号）に基づく当社の「勧誘方針」です。

コンプライアンス5　経営についてⅠ
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（1）リスク管理基本方針

　当社は、保険事業をめぐるリスクが高度化・複雑化して
きている中、リスク管理を経営の最重要課題の一つと位置
づけています。
　これを踏まえ、当社では財務の健全性と業務の適切性を
確保・維持することを目的に「リスク管理基本方針」を定
め、リスク管理に係る組織・体制、管理プロセス、報告ルー
ルなど、リスク管理の全体的・共通的な事項を明確化して
います。また、「リスク管理基本方針」をはじめとし、「統
合的リスク管理基本方針」及び「危機管理方針」を定めて
リスク管理の実践に取り組んでいます。

「統合的リスク管理基本方針」
　保険会社における「統合的リスク管理」とは、内在する様々
なリスクを総体的に把握し、それと自己資本を対比させる
こと等によりその充実度を評価するとともに、保険料率設
定等のフロー面を含め、事業全体としてリスクをコントロー
ルする自己管理型のリスク管理をいいます。当社では、こ
の管理プロセス並びに報告ルール等を定めた「統合的リス
ク管理基本方針」に基づき、統合的にリスクを管理してい
ます。また、定量的に把握しきれないリスクへの対応として、
未知の強力な伝染病の蔓延等のストレスシナリオを想定し、
その影響を評価、分析するストレステストを実施しています。

「危機管理方針」
　当社では、大規模な災害や事故または風評被害等により、
人命、資産または当社活動が危険にさらされるような事態や、
当社とお客様・代理店等との関係に重大な影響が生じるよ
うな事態に適切に対応するために「危機管理方針」を定め、
当社が被る経済的損失を極小化し、迅速な通常業務への復
旧に努めることとしています。

（2）リスク管理体制

　当社では、次ページ「リスク管理体制図」のとおり、主
要なリスクとその主管部門を明確化し、主管部門によるリ
スクの管理と、その統括をリスク管理部が行う体制とする
ことにより、統合的にリスクを管理しています。この状況
等については、取締役会委員会として設置されている「コ
ンプライアンス・リスク管理委員会」に適宜報告され、必
要に応じて対策が講じられています。

（3）  保険計理人による責任準備金の積立水準の
適切性の確認

　責任準備金の積立水準の適切性等については、保険計理
人による確認意見書の取付け等を行っており、問題のない
ことを確認しています。
　なお、当社では、第三分野保険を取り扱っていないため、
第三分野保険の責任準備金の積立水準に関する事項（保険
業法第121条第1項及び保険業法施行規則第59条の2第1項
第4号八）については、リスク管理の実施、保険計理人によ
る確認等の該当はありません。

リスク管理6　経営についてⅠ
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【リスク管理体制図】
　当社では、主要なリスクを以下のとおり分類・定義し、管理する体制としています。

①保険引受リスク（商品開発部）
商品の開発または改定に際して、適切な保険約款や保険料率が設定されない、または、契約の引
受にあたり、当社の引受方針等に則った適切な引受がなされない等のリスクをいいます。

②保険金支払リスク（給付管理部）
保険事故の受付から保険金をお支払いするまでの一連のプロセスにおける業務上のミス等により、
お客様に対し適正に保険金のお支払いができない等のリスクをいいます。

③資産運用リスク（リスク管理部）
株価や金利水準等の変動により、保有資産に評価損が生じる、並びに、保有する公社債等の発行
者が債務を履行できなくなり、その元本および利息等の支払が滞る等のリスクをいいます。

④事務リスク（リスク管理部）
社員・代理店等の事務ミスや不適正な事務処理により、損失を被るリスクをいいます。

⑤流動性リスク（経理部）
当社の資金ポジションが悪化し、通常よりも著しく高いコストでの資金調達または著しく低い価
格での資産売却を余儀なくされる等のリスクをいいます。

⑥システムリスク（IT部）
自然災害、事故、サイバー攻撃等による不正アクセス並びに情報システムの開発・運用に関する
不備等により、情報システムの停止、誤作動あるいは不正使用が発生する等のリスクをいいます。

⑦法務リスク（コンプライアンス推進部）
各種法令等を遵守しないことにより損失を被る、または、法律紛争の発生により損失を被る等の
リスクをいいます。

⑧募集コンプライアンスリスク（コンプライアンス推進部）
保険募集にあたり保険業法等の法令や、監督官庁である金融庁が策定した「保険会社向けの総合
的な監督指針」の主旨、および日本損害保険協会が策定した「保険募集の適正な活動に関するガ
イドライン」を遵守しないこと等により損失を被るリスクをいいます。

⑨人的リスク（人事部）
当社役職員の問題行動（不祥事および情報漏えい等）や不適切な就労環境に起因する訴訟の提起
等により、お客様からの信頼や社会的信用を失い、損失を被る等のリスクをいいます。

⑩風評リスク（経営企画部）
噂、憶測、評判などのあいまいな情報や、何らかの事象等の発生に伴う誤解、認識、誇大解釈な
どによって、直接的または間接的に不利益を被るリスクをいいます。

⑪災害・事故・犯罪リスク（総務部）
災害・事故・犯罪に起因して、当社業務に密接な関連を有する者が、その生命・身体・資産・信用・
業務遂行能力に被害を被る、もしくは、その恐れのあるリスクをいいます。

各
部
・
支
店
等

統
括
：
リ
ス
ク
管
理
部
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　当社は、お客様の個人情報について、業務上必要な範囲内において、適法で公正な方法により取得し、保険契約の引受・管
理や適正な保険金のお支払い、及びお客様のニーズにあった保険商品・サービスの提供・案内などのために利用しています。
　また、当社では、「個人情報の保護に関する法律」及び関連ガイドライン等に則り、社内規程等を整備し、役職員及び代理店
の教育・モニタリングを実施し、情報管理の徹底に取り組んでいます。
　お客様の個人情報の取扱いに関しては、以下の「個人情報の取扱いについて（プライバシーポリシー）」を定め、当社ホーム
ページで公表しています。

個人情報の取扱いについて（プライバシーポリシー）

　当社は、お客様の信頼を全ての事業活動の原点に置き、「あんしん」のご提供を通じて、お客様の安全で快適
な生活に貢献することを目指しております。

　本理念のもと、当社は、個人情報取扱事業者として、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」そ
の他の法令、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等を遵守して、以下のとおり個人情報を
適正に取扱うとともに、その安全管理について適切な措置を講じます。また、当社代理店及び当社業務に従事
している者等への指導・教育を徹底します。
　なお、以下に記載の内容についても適宜見直しを行い、改善に努めてまいります。

※本個人情報保護方針（プライバシーポリシー）における「個人情報」及び「個人データ」とは、特定個人情報（個
人番号及び個人番号をその内容に含む個人情報）を除くものをいいます。

1. 個人情報の取得について
　業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
　また、試験・研修の実施や、苦情及び相談への対応、個人データを損害保険会社等が共同利用する制度の運
営等により個人情報を取得します。

2. 個人情報の利用目的について
  次の業務を実施する目的並びに下記「5.グループ会社・提携先企業との共同利用について」及び「6.情報交換
制度等について」に掲げる目的（以下「利用目的」といいます。） に必要な範囲内で個人情報を利用します。また、
利用目的は、ご本人にとって明確になるよう努め、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。
　なお、利用目的は、ホームページ等で公表するほか、保険契約申込書・募集パンフレット等に記載します。また、
利用目的を変更する場合には、ホームページ等に公表します。

（ 1） 損害保険契約の申し込みに係る引受の審査、引受、履行及び管理
（ 2） 適正な保険金の支払い
（ 3） 当社が有する債権の回収
（ 4） 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知及び再保険金の請求
（ 5）   損害保険商品等当社が取扱う金融商品の案内、募集及び販売並びに契約の締結、代理、媒介、取次ぎ及び

管理
（ 6） 当社が行う資産運用に関連したサービスの案内、提供及び管理
（ 7） 当社が取扱うその他の商品・サービスの案内、提供及び管理
（ 8） 上記（5）（6）（7）に付帯、関連するサービスの案内、提供及び管理
（ 9） グループ各社・提携先企業等が取扱う各種商品・サービスの案内
（10） 各種イベント・キャンペーン・セミナー等の案内、各種情報の提供
（11） 当社または当社代理店が提供する商品・サービス等に関するアンケートの実施

個人情報の保護7　経営についてⅠ
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（12） 市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による新たな商品・サービスの開発
（13） 当社社員の採用、販売基盤（代理店等）の新設・維持管理
（14） 他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務
（15） 問い合わせ･依頼等への対応
（16）   その他、前記（1）から（15）に付随する業務並びにお客様とのお取引及び当社の業務運営を適切かつ円

滑に履行するために行う業務

3. 個人データの第三者への提供について
　次の場合を除いて、ご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供することはありません。
・ 法令に基づく場合
・ 業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
・ グループ会社・提携先企業との間で共同利用を行う場合
　（下記「5. グループ会社・提携先企業との共同利用について」をご覧ください。）
・ 損害保険会社等との間で共同利用を行う場合
　（下記「6. 情報交換制度等について」をご覧ください。）

4. 個人データの取扱いの委託
　当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いを外部に委託することがあります。当
社が外部に個人データの取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理
体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
　当社では、例えば次のような場合に、個人データの取扱いを委託しています。

（ 1） 保険の募集、損害調査にかかる業務
（ 2） 保険業務の事務処理にかかる業務
（ 3） システムの開発・運用・保守にかかる業務

5. グループ会社・提携先企業との共同利用について
　前記「2. 個人情報の利用目的について」（1）から（16）に記載した利用目的のため、並びに当社の持株会社
アニコム ホールディングス株式会社による子会社の経営管理のために、当社とアニコムグループ各社・提携先
企業との間で、以下のとおり個人データを共同利用します。

（ 1） 個人データの項目：  住所、氏名、どうぶつ名、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、そ
の他保険契約申込書等に記載された契約内容及び事故状況、保険金支払状況等の
内容

（ 2） 個人データ管理責任者：アニコム ホールディングス株式会社
※グループ会社・提携先企業については、下記「13. 会社一覧」をご覧ください。

6. 情報交換制度等について
（ 1）   当社は、保険契約の締結または保険金の請求に際して行われる不正行為を排除するために、損害保険会社

等との間で、個人データを共同利用します。詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホーム
ページ（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。

（ 2）   当社は、損害保険代理店の委託及び監督のために、損害保険会社等との間で、損害保険代理店等の従業者
に係る個人データ及び一般社団法人日本損害保険協会が実施する損害保険代理店試験の合格者等の情報に
係る個人データを、以下の制度において共同利用します。
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①代理店廃止等情報制度（2013年11月末日までに取得した個人データを対象とします）
②合格者情報等の取扱い
③代理店登録・届出の電子申請等における個人情報の取扱い
④募集人・資格情報システムの登載情報の取扱い
また、当社は、保険募集人の適格性及び資質を判断する参考等とするために、代理店廃止等情報制度及
び廃業等募集人情報登録制度において、損害保険会社等及び生命保険会社等との間で、保険募集人に係
る個人データを共同利用します。（2013年12月1日以降に取得した個人データを対象とします）。

7. センシティブ情報の取扱いについて
　お客様のセンシティブ情報につきましては、「保険業法施行規則第53条の10」及び「金融分野における個人
情報保護に関するガイドライン第6条」により、お客様の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で利用するなど、
業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。当社は、これらの利用
目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供しません。

8. ご契約内容・事故に関するご照会について
　ご契約内容や保険金の支払内容に関するご照会については、「どうぶつ健康保険証」に記載された照会窓口に
お問い合わせください。ご照会者が本人であることを確認させていただいたうえで、対応いたします。

9. 個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正・利用停止等について
　個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知（利用目的等）、開示･訂正･利用停止等に関する
ご請求（以下、「開示等請求」といいます。）については、下記「11.お問い合わせ窓口」にお申し出ください。
　請求者がご本人であることを確認させていただくとともに、所定の書式にご記入いただいたうえで手続きを
行い、後日、原則として書面で回答いたします。利用目的の通知請求及び開示等請求については、当社所定の
手数料をいただきます。
　開示等請求の詳細については以下の【個人情報の『開示』等請求手続き】をご覧ください。
（http://www.anicom-sompo.co.jp/policy/privacypolicy_req.html）

10. 個人データの管理について
　個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために、取扱規程等の整備、
アクセス管理、持ち出し制限、外部からの不正アクセス防止のための措置、その他の安全管理措置に係る実施
体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性の
確保に努めております。

11. お問い合わせ窓口
　個人情報の取扱いに関する苦情やご相談に対し適切かつ迅速に対応いたします。当社の個人情報の取扱いや
保有個人データの安全管理措置、保有個人データに関するご照会・ご相談は、下記までお問い合わせください。 
また、当社または当社のグループ会社・提携先企業からのEメール、ダイレクトメール等による新商品・サービ
スのご案内について、ご希望されない場合は、グループ会社・提携先企業に直接お申出いただくか、または下
記のお問い合わせ先までご連絡ください。

＜お問い合わせ先＞
あんしんサービスセンター：0800-888-8256
受付時間：平日 9：30～17：30 / 土日・祝日9：30～15：30
※ サービス向上のため、通話内容を録音させていただきます。
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12. 認定個人情報保護団体について
　当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人日本損害保険協会の対象事業者です。協会では、 対象事業
者の個人情報の取扱いに関する相談・苦情を受け付けております。

＜お問い合わせ先＞
　一般社団法人　日本損害保険協会
　そんぽADRセンター（損害保険相談・紛争解決サポートセンター）
　所 在 地： 〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス7階
　電話番号： 03-3255-1470
　受付時間：午前9時～午後5時 （土日祝祭日及び年末年始を除く）
　ホームページアドレス：http://www.sonpo.or.jp

13. 会社一覧
　「5. グループ会社・提携先企業との共同利用について」における、アニコムグループ会社・提携先企業は、下
記のとおりです。
（ 1） グループ会社

当社が個人データを共同して利用するグループ会社の範囲は、以下のホームページをご参照ください。
グループ会社一覧（アニコム ホールディングス株式会社ホームページ）
http://www.anicom.co.jp/company/outline.html

（ 2） 提携先企業
当社が個人データを共同利用している提携先企業はありません。

14. 特定個人情報について
　当社において、「行政手続き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」に規定する特
定個人情報の取り扱いについては、別途定める「特定個人情報保護基本方針」によるものとします。

（注）以上の内容は、当社業務に従事している者の個人情報については対象としておりません。

アニコム損害保険株式会社

個人情報の保護7　経営についてⅠ
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■特定個人情報保護基本方針
　当社は、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について、組織として取り組むため本基本方針を定めます。

特定個人情報保護基本方針

1. 事業者の名称
　アニコム損害保険株式会社

2. 関係法令・ガイドライン等の遵守
　当社は、番号法をはじめとする特定個人情報保護に関係する日本の法令、国が定める指針その他の関連規範（ガ
イドライン等）を遵守します。

3. 安全管理措置に関する事項
　当社は、特定個人情報等の漏えい、滅失又はき損を防止するため、社内規程を定め、合理的で適正な安全対
策を講じます。

4. 特定個人情報の適切な管理
　当社は、特定個人情報の責任者を置き、定期的な点検を実施し、特定個人情報の適切な管理に努めます。

5. 苦情及びご相談の窓口
　当社の特定個人情報の取り扱いに関する苦情及びご相談につきましては、以下にお問い合わせください。

［お問い合わせ窓口］コンプライアンス推進部
電話番号：03-5348-3777
受付時間：午前9時～午後6時（土日祝祭日及び年末年始を除く）

アニコム損害保険株式会社
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■利益相反管理基本方針
　当社は、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するための基本方針を
定めることを目的とした「利益相反管理基本方針」を策定しています。
　また、利益相反管理統括部門をコンプライアンス推進部と定め、「利益相反のおそれのある取引」の特定及び利益相反管理に
関する全社的・一元的な管理体制を統括しています。

利益相反管理基本方針の概要

1. 利益相反のおそれのある取引
　「利益相反のおそれのある取引」は、保険関連業務に係る対象取引のうち、お客様の利益を不当に害するおそ
れのある取引であり、以下に掲げるものとする。
（1）   お客様の利益と当社及びアニコム ホールディングス株式会社（以下、「当社グループ会社」という）の利益

とが相反するおそれのある取引
（2）   お客様の利益と他のお客様の利益とが相反するおそれのある取引
（3）   当社グループ会社が保有するお客様に関する情報をお客様の同意を得ないで利用する取引（個人情報保護

法第15条に基づき、当社プライバシーポリシーにあらかじめ特定された利用目的に係る取引を除く）
（4）   以上（1）から（3）に掲げるもののほか、当社グループ会社のお客様の利益の保護の観点から特に管理を

必要とする取引又はその他の行為

2. 対象取引の特定方法
　対象取引の個別事情を検討のうえ、利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを特定する。

3. 対象取引の管理方法
　当社は「利益相反のおそれのある取引」を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により当該お客様の
保護を適正に確保する。
（1） 部門の分離（情報共有先の制限）
　　  管理対象取引を行う部門と管理対象取引に係るお客様との取引を行う部門を分離し、適切な情報遮断措置
を講じる方法

（2） 取引条件又は方法の変更
　　管理対象取引又は管理対象取引に係るお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
（3） 一方の取引の中止
　　管理対象取引又は管理対象取引に係るお客様との取引を中止する方法
（4） 利益相反事実のお客様への開示等
　　  管理対象取引に係るお客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、管理対象取引に係るお客
様に適切に開示する方法（但し、当社グループ会社が負う守秘義務に違反しない場合に限る）

（5） その他
　　  以上（1）から（4）に掲げるもののほか、当社がお客様の利益の保護の観点から必要かつ適切と認める方法

　　なお、1つの「利益相反のおそれのある取引」に対応して、複数の管理方法が選択できるものとする。

4. 対象取引の管理体制
　当社は、利益相反管理統括部署を設置し、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情
報の集約、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を的確に実施する。
　また、本方針を踏まえた利益相反管理態勢の検証及び改善ならびに利益相反管理に関する役職員教育・研修
を行う。
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募集制度9　経営についてⅠ

（1）ご契約のしくみ

①ご契約の手続き
　当社では保険契約の募集業務において、主に損害保険代
理店制度を採用しています。
　保険契約を結ぶ場合、代理店はお客様との間で原則とし
て以下の流れに沿って手続きを行います。

【保険ご契約の手続き】

●普通保険約款・特約
　保険会社の販売する商品は、保険という目に見えない
商品ですので、「普通保険約款」と「特約」でその内容を
定めています。
　基本的な契約内容を定めたものが「普通保険約款」で
あり、個々の契約内容を一部変更・補足するものが「特約」
です。

②クーリングオフ制度（契約申込の撤回等）について
　保険期間が1年以下の保険契約は、クーリングオフの規定
において対象とされていませんが、当社では初年度契約に
限り、原則クーリングオフの対象としています。
　この場合、お客様がご契約をお申込みいただいた日また
はクーリングオフ説明書を受領された日のいずれか遅い日
から8日以内であれば申込みの撤回を行うことができます。

（2）ご契約時の契約内容及びご意向の確認

「契約についてのご意向確認」
　当社ではご契約プランによって、代理店である動物取扱
業者備え付けのパソコンや、お客様のパソコンからWebサ
イトを通じて、あるいは申込書へご記入いただく方法でご
契約をお申込みいただきます。いずれの契約方法の場合も
手続きの際に、申込書あるいはWebサイト上でご契約内容
をご確認いただきます。また、ご契約内容やお手続きにつ
いてお客様によくご理解いただく必要のある事項について
は、「契約についての意向確認項目」にお客様ご自身でお答
えいただき、ご契約内容がお客様のご意向に沿ったもので
あるかどうかの確認をお願いしています。

●ご契約時にご注意いただきたいこと
　保険契約は当社とお客様との「約束ごと」ですので、
ご契約に際しては保険契約の内容を十分にご確認のうえ、
申込んでいただくことが大切です。
　ご契約時にご注意いただきたい事項については、パン
フレット・重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）
などをご覧いただき、当社社員あるいは代理店から十分
な説明をお受けください。

商品内容についてのご相談
（契約のご意向の把握）

重要事項のご説明

契約のご意向の確認

契約内容の決定

申込手続き

引受審査

契約成立

保険料の払込

「ご契約内容のお知らせ」
「どうぶつ健康保険証」の送付 ※

代
理
店
に
お
け
る
手
続
き

当
社
に
お
け
る
手
続
き

※ Web保険証券はホームページ上でお客様ご自身によるダウン
ロードが可能です。ご希望の方には郵送により別途、保険証
券を送付いたします。

33



募集制度9　経営についてⅠ

（3）代理店制度

　代理店は、お客様のニーズに対応し、保険会社に代わっ
て保険のご提案、ご説明を行うなどの極めて重要な役割を
担っています。当社では、お客様にさらにご満足いただけ
るサービスを提供するために、今後も代理店の育成と代理
店網の充実に力を注いでいきます。

①代理店の役割と業務内容
　代理店は保険会社との間で締結した代理店委託契約に基
づき、保険会社に代わってお客様との間で保険商品内容の
説明や、保険契約の締結または媒介をすることを基本的業
務としています。代理店の最も大切な役割は、お客様と当
社の橋渡し役としてお客様とお客様の大切な家族の一員で
あるどうぶつが幸せに生活できるよう、適切な保険商品・
サービスを提供することです。

②代理店登録
　代理店が募集を行うためには、保険業法第276条に基づ
き財務局に代理店登録を行うことが必要です。また、代理
店で募集に従事しようとする者は、保険業法第302条に基
づき財務局に届け出る必要があります。なお、当社では、
代理店で保険募集に従事する者は、一般社団法人日本損害
保険協会が運営する「損害保険募集人一般試験」に合格す
ることを要件としています。

③当社代理店の業態と代理店数
　代理店には、損害保険代理業を専門に営む「専業代理店」と、
一般企業等の一部門として行っている「兼業代理店」とが
あります。
　当社は主にペットショップ（動物取扱業者）を営む傍ら
保険を販売する「兼業代理店」を中心に代理店委託をして
います。2016年3月末時点での代理店数は946社（店舗数
にして7,143店）です。

④保険責任者・保険キーパーソン制度
　当社の代理店では、代理店の社内で保険責任者を選出し、
保険責任者は保険会社との窓口として活動します。複数の
店舗を有する代理店においては、店舗毎の責任者として保
険キーパーソンを選出し、保険募集における責任体制を明
確に定めています。

（4）代理店教育

　一般社団法人日本損害保険協会では、2008年6月より「損
害保険募集人試験」と「保険商品教育制度」を運営してお
りましたが、2011年10月、両制度が「損害保険募集人一般
試験」として統合されるとともに、損害保険業界の自主ルー
ルとして、「損害保険募集人一般試験」の合格が代理店登録、
募集人届出の要件とすることが定められました。当社では
業界自主ルール制定以前から保険募集を行う際の必須要件
としておりましたが、引き続き「損害保険募集人一般試験」
の合格と、5年毎の更新試験を受験することにより、最新の
業務知識の理解度を定期的に確認し、募集人の資質向上を
図ってまいります。
　また、当社ではペット保険の商品内容をはじめ、コンプ
ライアンス、事務処理等について業務知識のチェックテス
トを四半期毎に行っており、常に適切な保険募集ができる
よう努めています。

保険キーパーソン 保険キーパーソン

支店A

代理店本店

支店B

＝保険責任者
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「お客様の声」への対応10　経営についてⅠ

（1）「お客様の声」への取り組み方針

■基本方針
　当社は、お客様からいただいた苦情やご意見をはじめ、
各種のご相談を「お客様の声」として真摯に受け止め、サー
ビス改善や商品開発等の業務品質の向上に活かしていくこ
とで、お客様から真に信頼していただける保険会社を目指
します。
　また、苦情については「天使の涙」と呼び、特に大切に
するとともに、ご不満の解消と速やかな改善に努めます。
■「お客様の声」に対する取り組み
1.   「お客様の声」を寄せていただいたことに対し、感謝と誠
意の気持ちを持ち、お客様の立場に立って対応いたします。

2.   お客様からの苦情への対応は、すべての部門で最優先事
項として、迅速かつ誠実に取り組みます。

3.   苦情の原因を、お客様の立場で思考・分析し、再発防止
に全社を挙げて取り組むことにより、よりよいサービス・
商品の開発や業務品質の向上に活かしていきます。

4.   当社ホームページにおいて、24時間365日、どなたでも
書き込み可能でオープンな「掲示板」を公開し、「お客様
の声」に対して、誠実、かつ速やかにお答えするとともに、
その内容をすべてのお客様に公開していきます。

（2）ご意見・ご要望をおうかがいする体制

■あんしんサービスセンター
　本社、北海道支店、東北支店、中部支店、近畿支店、中
四国支店、高知オフィス、九州支店内にコールセンターを
設け、全国のお客様からの各種ご相談、ご照会を受け付け
ています。
■お客様相談センター
　お客様からご意見、苦情等をおうかがいする窓口として、
「お客様相談センター」を設置し、専用回線を設けています。
■ホームページ
　お客様からの「よくあるご質問（FAQ）」を掲載すると
ともに、直接お問い合わせいただけるフォームをご用意し、
ご照会にお答えしています。また、お客様にご質問を投稿
していただける「教えて！アニコム損保」ページを設置し、
ご質問内容と当社の回答を公開しています。
■顧客満足度アンケート
　保険業務の品質向上に取り組み、お客様になお一層の安
心とご満足をいただける商品・サービスをご提供するため、
保険のご契約に関するアンケートを実施しています。ペッ
トショップ（動物取扱業者）で犬、猫を迎えると同時にペッ
ト保険をご契約いただいた方のうち、当社のホームページ
を通じてペットのお名前を登録された方を対象としており、
2015年度は、10,831名の方からご回答をいただきました。

ご契約時の代理店の説明や態度等に関する質問にご回答い
ただき、満足度の低い代理店への指導・教育や、その他の
業務の改善に活かしており、今後も継続的にアンケートを
行い、顧客満足度を高めていきたいと考えています。

（3）  寄せられた苦情・ご意見・ご要望の管理・
対応体制

①「お客様の声」の一元管理
　お客様相談窓口に寄せられた苦情やご意見等をデータ
ベース等へ集約し、コンプライアンス推進部において一元
管理を行っています。
②「お客様の声」を経営に活かす体制
　コンプライアンス推進部では、各部と連携し、寄せられ
た苦情等について、マーケットアウト委員会及び保険金適
正支払委員会等において内容や原因等を分析し、業務改善
や商品開発につなげています。分析結果や再発防止措置の
実施状況は、四半期毎に取締役会へ報告し、検証しています。
③お客様への情報開示体制
　ホームページ上で、四半期毎に苦情の受付状況や概要、「お
客様の声」に基づき改善した取り組み事例を開示し、お客
様の信頼に応えるとともに、経営の透明性をさらに高めて
いきます。

代理店より契約内容について十分な説明がありましたか？

はい　93.2%

どちらともいえない　
3.9%

無回答
2.4%

いいえ　0.5%
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「お客様の声」への対応10　経営についてⅠ

④各種委員会における「お客様の声」への取り組み
●マーケットアウト委員会
　コンプライアンス推進部担当執行役員を委員長として、
全執行役員･部長がメンバーとなって四半期毎に開催し、お
客様からの苦情・ご意見の受付状況や、これに対する取り
組み状況を把握・分析し、経営に反映させることを目的と
して活動しています。
●保険金適正支払委員会
　給付管理部担当執行役員を委員長として、コンプライア

ンス推進部、リスク管理部、給付管理部、給付サービス部、
経営企画部、商品開発部、IT部、営業推進部、内部監査室
の担当執行役員及び部長がメンバーとなって四半期毎に開
催し、保険金のお支払い状況のモニタリングや、お支払い
に関するお客様からの苦情・ご意見等の調査・分析を通じて、
常に適正な保険金のお支払いが実行されるよう検証し、改
善することを目的として活動しています。

【「お客様の声」への対応態勢図】

対応依頼

対応及び改善指示・完了確認

報告

定期報告
課題提示

「お客様の声」報告

定期報告指示

「お客様の声」お客様対応

お客様
対応

「お客様の声」回答 「お客様の声」

連絡・報告等対応依頼お客様対応

「お客様の声」

連絡・報告等対応依頼お客様対応

HP掲示板 社外機関（損保協会等） 代　理　店

お客様相談窓口
あんしんサービスセンター、お客様相談センター、各営業部・給付サービス部など各部門

改
善
策
の
検
討
・
実
施

「お客様の声」
対応責任部署

コンプライアンス推進部

お  客  様

改善提言
取締役会マーケットアウト委員会

保険金適正支払委員会
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（4）「お客様の声」の受付状況（2015年4月～2016年3月）
（単位：件）

「お客様の声」
区分 代表的な事例

件数

15年4月～
6月

15年7月～
9月

15年10月～
12月

16年1月～
3月 合計

1
ご契約及び
募集行為に
関するもの

ご契約内容・条件などのご説明不足・誤り、
お引受制限等 642 690 686 769 2,787

2
ご契約の管理・
決済等に
関するもの

保険料の決済関連、保険証のお届け不備等 417 474 468 486 1,845

3 保険金に
関するもの

保険金のご請求・お支払方法のご説明不足・不備、
お支払の遅延等 355 366 386 364 1,471

4 その他 いずれの区分にも該当しないもの 420 362 380 511 1,673

合計 1,834 1,892 1,920 2,130 7,776

（5）「お客様の声」に基づき改善した取り組み事例

■お客様の利便性・満足度の向上

事例1 オンライン加入のスマートフォン対応

お客様の声  
　スマートフォンからオンライン加入画面を見るとページ
が小さく表示されてしまい読みにくい。

改善事例  
　スマートフォンからアクセスした際はスマートフォンの
画面サイズに自動で切り替わるようにし、大きな文字でご
覧いただけるようにしました。（2015年4月）

事例2 保険適用マークの導入

お客様の声  
　保険の適用となる製品をもっとわかりやすくしてほしい。

改善事例  
　お客様が動物病院で購入される製品
のうち、保険の適用となるものが一目
でわかるよう、「保険適用マーク（※）」
をリリースしました。一部製品から導
入しており、今後順次展開していく予
定です。（2015年5月）

※  保険適用マークが付いている製品であっても、保険の対
象とならない医療行為（避妊手術やワクチン等）に用い
る場合や、動物病院の診療費に含まれない場合（お客様
が自ら小売店等で購入されるもの）は、保険の対象外と
なります。
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「お客様の声」への対応10　経営についてⅠ

事例3
限度日数つき商品における
窓口精算上限日数の変更

お客様の声  
　限度日数つき商品の場合、15日までしか窓口精算できな
いのが不便。

改善事例  
　限度日数つき商品（※）では限度日数超過防止のため、
対応病院での窓口精算上限日数を15日までとしておりまし
たが、限度日数と同一の20日までに変更しました。（2015
年5月）

※通院・入院ともに、1年間にご利用できる日数が各20日
までの商品

事例4 健康割増引制度のご案内の改善

お客様の声  
　健康割増引制度の割増引率や判定期間がわかりにくい。

改善事例  
　健康割増引制度の割増引率や判定期間が一目でわかるよ
う、アニコム損保ホームページの「ペット保険のご案内 特
約・割引制度」項目に、健康割増引制度判定期間早見表を
掲載しました。（2015年8月）

■パンフレット・帳票等の改善

事例1 バースデーカードの文言変更

お客様の声  
　バースデーカードの保険金請求漏れに関する文言がわか
りにくい。

改善事例  
　バースデーカード表面に掲載している、保険金の請求漏
れに対する注意喚起文言がより伝わりやすくなるよう、文
言の変更を行いました。（2015年11月）

（6）  お客様から届いた感謝の声 
（2015年4月～2016年3月）

内容 合計
1 保険があってよかった 843

2 接客対応がよかった 185

3 死亡解約時に届いたお花が嬉しかった 240

4 どうぶつ宛にバースデーカードが届いて嬉しかった 100

5 その他 246

合計 1,614

【保険があってよかった】
●初めてどうぶつを迎えた時、病気など全く分からないも
のなので、こういった保険があるというのは、本当に親切
な対応だと感じます。アニコムさんはさすが、痒い所に手
が届く商品を出していると感じます。

●〇〇は今日で満17歳です。いつも支えていただき感謝し
ております。

●長い間本当にお世話になった。通院も多い子だったから
本当に助かった。ありがとう。10年間加入していてよかった。
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●アニコムに入っていて本当に助かった。悔いのない治療
をしてあげられた。入っていなかったら十分に治療してあ
げられなかったと思う。本当にありがとう。

●本当にお世話になりました。赤ちゃんの時からお世話に
なっていた。ありがとう。

●初めて猫を飼うので勉強不足で不安ですが、保険のおか
げで随分心強いです。縁あってうちの子になったので大切
にしていきたいと思っております。今後ともよろしくお願
い申し上げます。

●愛犬が大晦日に天国へ旅立ちました。この請求をもって
最後となります。心臓病、リンパ腫と長期に亘る病になり
ましたが大変助けられ頑張ることができました。ありがと
うございました。

●年をとってきて、保険に入っていて本当に良かったと思っ
ている。保険を使わない若いうちは、もったいないと思っ
ていたが、やめなくてよかった。保険があるから気軽に通
院することができる。

●アニコムのおかげで病院にも躊躇なくかかることができ
ます。私がアニコムに入っていることを知った犬友が色々
聞いてくるのですが、私にとってはアニコムはベストと話
しています。

●歴代の猫たちがお世話になり、本当に助かっています。
亡くなった時の対応も親切で嬉しかったです。

【接客対応がよかった】
●やっぱりアニコムは対応が洗練されている。うちは他の
保険会社も扱っているので、現在も同時に口座変更の連絡
をしているが、アニコムが一番説明がわかりやすいし、対
応が丁寧。個人的にも友達にアニコムを勧めている。

●初めて犬を飼うにあたって不安でしたが、とても親切に
教えていただいて今後の相談にも対応してくれるとのこと
で安心しました。ありがとうございました。

●保険請求についてわからないことがありました時に、と
ても丁寧親切に対応していただきありがとうございました。
長い間お世話になりありがとうございました。

【死亡解約時に届いたお花が嬉しかった】
●長年飼っていた愛犬が亡くなり、毎日、寂しく悲しんで
おりましたところ、本日、アニコム様からお悔やみの葉書・
お花を頂き、本当にありがとうございました。早々、遺骨
にお花をお供えさせて頂きました。ありがとうございました。

●昨日は亡き〇〇にお心遣いを頂きまして嬉しく存じます。
早速〇〇の遺骨の前に供えさせていただきました。〇〇は
私にとりまして十五頭目の犬ですが、〇〇のときに初めて

どうぶつの保険があることを知りました。保険に入ってお
らず、治療を諦めるという悲しい思いをする人が少しでも
無くなる様、どうぶつの保険をアニコムさんにはもっともっ
と広めていただきたいと思います。これからのアニコムさ
んの益々の御発展を祈念いたしております。

●先日は〇〇の死に対し、丁寧に対応していただきありが
とうございました。大切な家族でしたので、失った悲しみ
は大きく、そんなときに思いがけず届いた花はとても嬉し
く思いました。お心遣いありがとうございました。今まで、
大変お世話になりました。

【どうぶつ宛にバースデーカードが届いて嬉しかった】
●毎年いただいていたバースデーカードは、とてもうれし
く心待ちにしていました。壁に貼り、1年ごとに増えるのが
とてもとても楽しみで、14才のカードも、「今年も祝っても
らえたね」と〇〇に声をかけました。

●いつもバースデーカードありがとうございます。今まで
いただいたバースデーカード全部とってあります。〇〇も
高齢犬になっていますが、1日1日大切に見守っていきたい
と思います。今後ともよろしくお願い致します。

【その他】
●アニコムの掲示板は、大変丁寧で分かりやすく書いてく
ださる回答内容ももちろんですが、自分が一人でとても不
安に思っている状況を他の人も知っていてくれて、自分と
同時進行で一緒に調べてくれているという心強い状態が生
まれるので、私のような心配性の飼い主には、非常に助か
りました。このような掲示板での対応はとても大変かと思
いますが、今後ともどうか、多くの迷える飼い主の支えに
なって差し上げてください。ありがとうございました。

●賠責担当の方にとても親切に対応いただき、無事に示談
が成立した。

●オンライン加入時に非常に使いやすいサイトで、入力欄
が負担にならなかったのには感動した。セッション切れも
なく、まったくストレスなく加入できたのはよかったです。
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「お客様の声」への対応

■ 苦情解決手続及び紛争解決手続の主な流れ ※標準的な手続の進行例です。

《お客様》 《保険会社》そんぽADRセンター
苦情解決手続の開始

紛争解決手続
申立書の提出

手続応諾義務
電話等により申し出ます。

お客様と保険会社とで話し合い

内容を確認

申立書の受付

紛争解決手続の開始

紛争解決委員の選任

反論書の提出 資料の提出依頼

（必要に応じて）

答弁書等の提出

意見聴取に出席 意見聴取に出席

和解案受諾書の提出 和解案の尊重

和解成立（解決）

意見聴取の実施   

紛争解決手続のご案内

対応報告

解決
（手続終了）

手続応諾義務中立・公正な第三者である弁護士、消費生活
相談員、学識経験者等が手続を実施します。

不調ほか（終了）

和解案（特別調停案）の作成・提示

　お客様と保険会社との話し合いで
解決しない場合は紛争解決手続をご
案内（書面を郵送）します。
　自賠責保険の保険金等のお支払い
に関する紛争など紛争解決手続をご
利用になれない場合があります。
詳しくは、そんぽADRセンターまで
お問い合わせください。

　申立書の記載内容に不明な点があ
る場合には補正等をお願いすること
があります。
　申立書を受け付けたときは苦情解
決手続は終了します。

解決を依頼

提示された和解案を
受諾する場合に提出します。

必要な関係書類も併せて
提出します。

苦情のお申し出

（7）手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関

　当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指
定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手
続実施基本契約を締結しています。
　同協会では、損害保険に関する一般的な相談のほか、損
害保険会社の業務に関連する苦情や紛争に対応する窓口と
して、「そんぽADRセンター」（損害保険相談・紛争解決サ
ポートセンター）を設けています。受け付けた苦情につい
ては、損害保険会社に通知して対応を求めることで当事者
同士の交渉による解決を促すとともに、当事者間で問題の
解決が図れない場合には、専門の知識や経験を有する弁護
士などが中立・公正な立場から和解案を提示し、紛争解決
に導きます。

　お客様が当社との間で問題を解決できない場合には、「そ
んぽADRセンター」に解決の申し立てを行うことができます。
　一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンターの
連絡先は以下のとおりです。

ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）　0570-022808
IP電話の場合は、電話番号が異なりますので一般社団法人
日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
（受付時間：平日の午前9時15分～午後5時）

　詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームペー
ジをご覧ください。（http://www.sonpo.or.jp/）

10　経営についてⅠ
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