


日頃より、アニコム損害保険をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

当社の経営方針・事業概況・財務状況などについて皆様にご理解いただきたく、

「アニコム損害保険の現状 2018」を発行いたしました。

本誌が、当社をご理解いただく一助として、皆様のお役に立てれば幸いに存じます。

※  本誌は「保険業法第111条」および「同施行規則第59条の2及び第59条の3」に基づいて作成したディスクロージャー誌（保険会社に係
る業務及び財産の状況に関する説明書類）です。

■ アニコムグループ経営理念

アニコムグループは、それぞれの命が持つ個性の違いを互いに尊重しあい、
分業協力することで、世界中に「ありがとう」を拡大します。

アニコムグループでは、社名に掲げた
「ani（命）＋communication（相互理解）＝∞（無限大）」を企業活動の根源にすえています。

命あるものがお互いに理解し、ともに一つの目的に向かって力を合わせることで、
これまで不可能と思われていたことが可能になると考えているからです。

私たちはペット保険事業を柱にこの無限大の価値創造力を活かし、「ありがとう」を拡大します。

■ アニコムグループ経営方針

■アニコムグループは、オープンで、
　「対話のできる法人」を目指します。 

組織が大きくなるにつれて、ステークホルダー
の皆様の声は、法人に届きにくくなりがちです。
アニコムグループでは、ステークホルダーの皆
様から「見える」「話せる」と実感していただ
ける「対話のできる法人グループ」を目指して
オープン・マネジメントを推進します。

■  アニコムグループは、常にお客様の視点
　に立って、新しい価値の創造に努めます。 

アニコムグループは、常にお客様の視点に立ち、
お客様の求めるサービスを創りだす、マーケッ
トアウト（お客様の真のニーズにお応えするこ
と）を意識することで、常に柔軟な経営を徹底
し、お客様の願いを実現するとともに、新しい
価値を創造することに努めます。

■  アニコムグループは、個々に与えられた役
割（ロール）を最高に演じる（プレイング）
ことで、個人と組織の飛躍的成長を促進し
ます。

アニコムグループは、個々と組織の役割を明確
にし、その役割を役者のごとく最高に演じるこ
とで、何事にも果敢に挑戦し続け、常に新たな
スキルを吸収し、飛躍的な成長を促進させる経
営を実践します。

ani+com=anicom

1オープン・マネジメント 2マーケットアウト・マネジメント 3ロールプレイング・マネジメント

※アニコムグループについては、15ページをご参照ください。
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「はっぱ」のシンボルマークは、4枚のハート型の

「はっぱ」で構成されています。ハート型でアニコ

ムグループの理念である「命」を連想させるととも

に、4枚の「はっぱ」をつなぐことで、分業協力する

「命」の姿を表しています。色は、「命」をイメージ

する植物の芽の色、アニコムライトグリーンを配し

ています。

シンボルマーク

アニコム損保の経営方針

私たちアニコム損保は、ペット保険を通じて、

飼い主の皆様の「涙」を減らし、「笑顔」を生みだす

保険会社を目指します。

家族であるどうぶつがケガや病気をして喜ぶ飼い主

はいません。つまり、ケガや病気で保険金をお受け

取りになられることは、飼い主の皆様が『涙』を流

していることを意味します。

アニコム損保では、保険金支払データの分析を通じ

て、どうぶつがケガをしない、病気にならないため

の情報の提供など、飼い主の皆様の『涙』を減らし、

『笑顔』を生みだす保険会社を目指して、グループ

をあげてケガや病気の予防促進に取り組んでまいり

ます。
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現状
会社概要

（2018年7月1日現在）

社名（英文社名） アニコム損害保険株式会社（Anicom Insurance, Inc.）

代 表 取 締 役 野田　真吾

設 立 年 月 日 2006年1月26日
（アニコム インシュアランス プランニング株式会社として設立）

開 業 日 2008年1月10日

本 社 所 在 地 〒160-8352 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

電 話 番 号 03-5348-3777

資 本 金 5,050百万円

従 業 員 数 399名（2018年3月31日現在）

株 主 アニコム ホールディングス株式会社（100%）

事 業 内 容 損害保険業

沿革
2006年 1 月 アニコム インシュアランス プランニング株式会社設立

2007年10月 資本金を35億円とする（資本準備金6億1,400万円）

2007年12月 金融庁より損害保険業免許取得
アニコム損害保険株式会社へ商号変更

2008年 1 月 ペット保険「どうぶつ健保」販売開始
（4月1日以降保険責任開始契約）

2008年 4 月 ペット保険 ｢どうぶつ健保｣ 補償開始

2009年 3 月 12億円増資し、資本金41億円に（資本準備金12億1,400万円）

2010年 3 月 親会社のアニコム ホールディングス株式会社が
東京証券取引所マザーズ市場へ上場
5億円増資し、資本金43億5,000万円に（資本準備金14億6,400万円）

2012年 3 月 7億円増資し、資本金47億円に（資本準備金18億1,400万円）

2013年 9 月 7億円増資し、資本金50億5,000万円に（資本準備金21億6,400万円）

2014年 6 月 親会社のアニコム ホールディングス株式会社が
東京証券取引所市場第一部へ市場変更

2015年10月 本社を新宿区西新宿へ移転
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現
　
状

　日頃より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

　弊社は「涙を減らし、笑顔を生みだす保険会社」を経営方針に掲げ、ペット保険の普及に努めております。

　おかげさまで、2018年3月末時点の保有契約は69万8,000件、対応動物病院様は6,265病院となりました。また、

2017年度の保険金のお支払件数は301万件となり、「どうぶつの健康保険制度」として多くのお客様にご利用いただ

いております。

　2017年度は、入院と手術の補償に特化し、保険料を従来商品の約1/3に抑えた「どうぶつ健保ぷち」の販売を開始し、

商品の拡充を図ってまいりました。さらにLINEからの保険金請求サービスを開始し、より簡便により多くのお客様

に保険をご利用いただけるよう努めてまいりました。

　2018年度は、弊社の目指す「予防型保険会社」の実現に向け、どうぶつの腸内細菌の研究を継続し、従来のどう

ぶつ種だけでなく、犬種・猫種ごとに腸内細菌と病気の発症の関連性を分析し、病気の予防につなげてまいります。

さらに、どうぶつの遺伝病を一つでも少なくすることを目指し、アニコムグループ全体で取り組みを進めてまいります。

　今後も、どうぶつと飼い主が、健康に笑顔で幸せに暮らせる社会作りに貢献するべく、役職員一丸となって尽力し

てまいります。引き続き、より一層のご支援・ご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2018年7月

アニコム損害保険株式会社
代表取締役

野 田 真 吾

トップメッセージ
現状
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現状
予防への取組み

■『家庭どうぶつ白書2017』発行
　アニコムグループでは2010年より、アニコ
ム損保のペット保険「どうぶつ健保」の保険金
支払い実績、独自に実施したアンケート調査の
結果など、家庭どうぶつに関わるさまざまな
データを『家庭どうぶつ白書』として1冊にま
とめ、毎年発行しています。
　2017年12月15日に発行した『家庭どうぶつ
白書2017』は、「年齢」と「生活環境」を2つ
の軸としています。「年齢」をキーワードとして、
品種別の診療費の年齢推移や、死亡原因、葬儀
に関するアンケート結果を掲載しました。また「生活環境」をキーワードに、現在当社が力を入れている腸内細菌の分析から、
どうぶつ種別の傾向や生活環境との関係性などの各種研究の結果のほか、ご契約者にご回答いただいた大規模アンケートの
結果から、疾患と生活環境との関連性についてもご紹介しています。いつかは訪れるどうぶつとの別れの前に、彼らの健康
やその生涯をどう支えていけるのかを考えるための一助となれば、との想いで制作しました。
　引き続き、皆様のお役に立てる情報を提供できるよう努めてまいります。

■「涙を減らし、笑顔を生みだす保険会社」を目指して
　当社は、「涙を減らし、笑顔を生みだす保険会社」を経営方針に掲げ、家族の一員であるどうぶつにも安心して医療を受ける
ことができる環境を整え、ケガや病気を「予防」し「笑顔」につなげ、すべてのどうぶつの幸せと安心を創造することを目指
しています。このビジョンに向けて、アニコムグループ各社と連携し、以下の取り組みを推進しています。

■STOP熱中症プロジェクト
　犬の熱中症の撲滅を目指して、熱中症の予防啓発活動を2013年度から
展開しています。
　2017年度は、株式会社ライフビジネスウェザーのご協力をいただき、
犬の体高や代謝などを考慮して開発した独自の熱中症指標を用いて全国
10地点の「熱中症週間予報」を配信しました。4月末から9月末の毎週金
曜日に「STOP熱中症プロジェクトサイト」および「アニコムグループ
公式Facebookページ」「アニコムLINE公式アカウント」に掲載するこ
とで、お留守番時の室温設定やお出かけの際にお役立ていただくなど、
多くの皆さまにご活用いただきました。
　熱中症は、飼い主が正しい知識を持つことによって「無くせる病気」
です。熱中症で苦しむどうぶつがいなくなることを目指し、今後も予防
啓発に取り組んでまいります。
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■第2回どうぶつkokusei調査～nekokusei調査～
　2018年2月、アニコム損保の猫のペット保険ご契約者に
対して、ご自身とどうぶつの健康状態やライフスタイルに
ついての総合的なアンケート調査「nekokusei（ねこくせい）
調査」を実施しました。本調査は2016年に犬・猫・鳥・う
さぎ・フェレットを対象に実施した「どうぶつkokusei調査」
の第2弾です。今回の調査では、飼育頭数が犬を上回り、「猫
ブーム」として注目を集める猫にフォーカスし、その生活
実態を明らかにすることを目指しました。全68問にもおよ
ぶアンケートに対して、4,000人以上のご契約者に回答いた
だき、4月には、「猫と暮らすことで得られる幸福度」や「猫
との暮らしでよかったこと・困ったこと」など、調査結果の一部を公開しました。
　引き続きその他の結果を順次ホームページでご紹介するとともに、生活習慣と病気との関連性についてもより詳しく分析
を進め、猫と飼い主がより健康で幸せに暮らせる社会づくりに貢献してまいります。

■無事故（625）の日表彰
　アニコム損保では、毎年6月25日を『625（無事故）の日』として、ペットによる賠償責任事故の予防に取り組んでいます。
　2017年度は、ご契約いただいてから、賠償責任事故およびケガや病気で保険金のご請求がなかった0歳のワンちゃん89頭
を表彰し、当社ホームページにお写真とメッセージを紹介しました。

■耳ケアプロジェクト
　外耳炎の減少のため、2018年3月3日の「耳の日」
にちなんで『耳ケアプロジェクト』を開始しました。
　外耳炎は、犬の約7頭に1頭がかかっていて、アニ
コム損保の疾患ランキング1位の病気です。一度かか
ると再発することも多く、完治には、動物病院や自
宅での丁寧で根気のいる治療が欠かせません。また、
犬にも個性（気性、体の大きさ、耳の形など）があり、
その子にあった治療やケアをするための努力が必要
になります。『耳ケアプロジェクト』では、犬の外耳
炎の経験者から寄せられた自宅での「がんばりエピ
ソード」をホームページ上で公開しています。いず
れも「自分の愛犬と同じ外耳炎に悩むワンちゃんと
その家族のために役立ってほしい」との想いで寄せ
られた中から、獣医学的に検証したものをご紹介しています。
　1頭でも多くの犬が耳のかゆみや痛みから解放されるよう、引き続き本プロジェクトを展開してまいります。
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現状
トピックス

■『どうぶつ健保ぷち』販売開始
　2017年10月2日より「入院」と「手術」のみの補償に特化し、保険料を従来商品
の約1/3に抑えた『どうぶつ健保ぷち』の販売を開始しました。
　『どうぶつ健保ぷち』は、入院や手術といった高額な医療費がかかるケースに、手
頃な保険料で備えていただける犬と猫のペット保険です。従来商品の1頭分の費用で、
約3頭が加入できるので、多頭飼育をしている飼い主にもおすすめの商品です。
　当社では、通院・入院・手術すべてを補償するフルカバー型のペット保険『どうぶ
つ健保ふぁみりぃ』を主力商品として取り扱っておりますが、今後も、お客様の多様
なニーズにお応えできるよう、新たな商品、サービスの提供を検討してまいります。

■『にゃんともあんしんサービスセンター』を開設
　2017年6月22日、猫専門コールセンター『にゃんともあんしんサービス
センター』を開設しました。猫の保険に関するご相談をはじめ、お手続きの
ご案内、ご契約者向け健康相談サービス、猫談義など、猫の飼い主に特化し
た専用ダイヤルです。
　オペレーターは猫好きばかり。事務的な対応ではなく、お客様との会話を
大切にするコールセンターとして運営しています。電話番号は、ゴロニャー
ゴ（5625）の語呂合わせで、保留音まで猫の鳴き声と、 他社にはないユニー
クさも持ち合わせています。
　お散歩仲間がいる犬の飼い主と違って、猫の飼い主同士でつながりを持つ
ことは難しくなりがちです。 そこで、猫特有のお悩みや気になることが語れる専用ダイヤ
ルを設け、猫の飼い主の不安の解消や、楽しみを増やすことを目指しています。

■「LINE」で気軽に相談できる『どうぶつホットライン』サービス開始
　2017年6月13日より、コミュニケーションアプリ「LINE」を使っ
て獣医師に直接相談ができる 『どうぶつホットライン』を開始しまし
た。
　『どうぶつホットライン』は、アニコムグループに所属する100人
以上の獣医師が、「LINE」上で飼い主の相談にのることで、気軽にか
つ的確にどうぶつの悩みを解消することができる新たなサービスで
す。写真や動画の送信も可能な「LINE」だからこそ、言葉で伝えづ
らいことでも簡単かつ具体的に相談できます。また、1人の獣医師だ
けでなく、複数の獣医師が相談内容をフォローできる体制があるため、
それぞれの専門性をいかした対応が可能です。
　言葉が話せないどうぶつだからこそ、日々のささいな変化でも飼い主にとっては不安
の種になります。そうした不安を少しでも解消し、どうぶつと毎日安心して暮らせるよう、
引き続きさまざまなサービスを展開してまいります。
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■マイページでグリーティングカード作成サービスを開始
　2017年6月より、ご契約者専用ページ「マイページ」で、
グリーティングカードが作れるようになりました。お気に
入りの写真で、季節に合わせたカードが簡単に作成でき、
ボタンひとつでTwitter、Facebook、LINEなどのSNS

に連携できます。
　カードは、季節感あふれるアニコムオリジナルのデザイ
ンで、多くの方にご利用いただいております。

■ベネッセコーポレーションとの業務提携
　2017年5月より、株式会社ベネッセコーポレーションと相互に協力し、ペットオーナー様向けのサービスを強化していくた
めの業務提携を行いました。
　これにより、ベネッセは、2017年6月よりアニコム損保の代理店として、「いぬのきもち健保」「ねこのきもち健保」の販売
を開始しています。ベネッセは、雑誌「いぬのきもち」「ねこのきもち」をはじめとして、関連WEBサイト・スマートフォン
用アプリ等、ペットオーナー様との多彩な接点があるため、より多くの方々へ、ペット保険のご案内ができるようになりました。
　一方、アニコム損保では、ペットショップ代理店でペットのお迎えと同時にペット保険に加入した0歳の犬・猫の新規ご契約
者に、「いぬのきもち」「ねこのきもち」の電子版を閲読できるサービスを開始しました。これにより、初めて犬・猫を飼育す
る初心者層にとって有用なしつけや健康維持の情報提供を行い、ご契約者へのサービス向上、予防に向けた取り組み強化を図っ
ています。
　引き続き両社それぞれの強みと顧客基盤をいかした国内最大級のペットオーナー向けネットワークを通じ、「家族の一員」で
あるペットと長く健康に、そして幸せに暮らせる社会を創造してまいります。
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現状
社会貢献活動

　アニコムグループでは、動物に関わる企業として、「動物の尊厳」をCSR活動方針の軸としており、『動物の尊厳に関する宣言』
を社内で掲げています。宣言の中では「すべての動物は尊厳をもつこと」「いかなる動物も虐待の対象とはならないこと」など
を謳っています。動物たちの尊厳を守り、そして高めることこそが、私たちのCSR活動における使命だと考えています。

■『しっぽ応援プラン』スタート
　丸紅新電力株式会社との協同で開発した新電力プラン『しっぽ応援プラン』の販売を、2018年4月より開始しました。お客
様にお支払いただく電気料金の一部を、アニコムが行う各種CSR活動（殺処分ゼロに向けた取り組みや野生動物保護支援など）
に充当するというプランです。電気によって、人間だけでなく、どうぶつたちも豊かにしたいというコンセプトから生まれま
した。本プランの拡充を通じて、より
一層どうぶつたちが幸せに暮らせる社
会づくりに貢献してまいります。

■動物愛護啓発活動の実施
　アニコムグループでは、2012年度からグループ会社横断プロジェクト「PAW（Project Animal Welfare）」を立ち上げ、
動物愛護に資する活動を行っています。
　2017年度は、9月20日から26日の動物愛護週間に、埼玉県と共同で
動物愛護を啓発するリーフレットおよびノベルティを作成し、埼玉県知
事が委嘱するボランティア（動物愛護推進員）とともに浦和駅前で配布
しました。また自社メディア「anicom you」において、動物愛護啓発
に関する記事を発信しています。

■『Green Post Project』の始動
　2018年4月に横浜市で開催されたイベント「横浜ドッグウィーク」にて、『Green Post Project』を始動しました。イベン
ト来場者に犬のうんちバッグ（Green Bag）を配布するとともに、そのバッグを捨てるためのゴミ箱（Green Post）を設置
して、犬のお散歩マナーの向上を呼びかけました。また、うんちは単なるゴミではなく、健康状態を教えてくれる「手紙」であり、
犬の健康管理に役立ててほしいとの想いから、アニコムグループで行っている腸内フローラ検査を400名に無料で体験してい
ただきました。
　本プロジェクトを犬のお散歩
マナー向上につなげ、犬の飼い
主もそうでない人も、そして犬
自身も暮らしやすい社会へつな
げていくとともに、腸内フロー
ラ検査という新たな健康管理方
法を提供してまいります。
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■災害救助犬の育成への協賛
　当社は、一般社団法人ジャパンケネルクラブ（JKC）が行っている災害救助犬（地震などの災害現場で、瓦礫に覆われた被
災者を捜索し、自衛隊、消防、警察等による救助部隊をサポートする犬）の育成活動に協賛しています。
　訓練所で訓練を受け、認定試験に合格した犬だけがJKC災害救助犬として認定を受け、被災現場等へ出動することができます。
2017年の認定試験には、63頭がチャレンジし25頭が合格しました。また、毎年9月に開催される災害救助犬競技大会には、40

頭が参加し、服従や捜索の技能を競いました。
　また、2017年はのべ108頭が全国44ヶ所
の防災訓練や各種イベントへ参加し、災害救
助犬の実演を披露したほか、実際の災害現場
において期待にこたえる活動ができるよう救
助部隊と連携した訓練を行っています。
　2018年3月31日時点で、出動が可能な認
定犬は174頭です。

■猫の譲渡会の開催
　飼い主のいないどうぶつに家族との出会いの場を提供するべく、動物愛護団体が主催する譲渡会の開催に協力しています。
特に現在日本で殺処分されているどうぶつの多くは猫であり、この数を1頭でも減らすよう、猫の譲渡会を中心に支援を行って
います。
　2014年6月には一般社団法人ちよ
だニャンとなる会と、2017年8月に
はNPO法人東京キャットガーディア
ンと共同で、猫の譲渡会を開催しま
した。

■WWFジャパンの活動支援
　WWFジャパン（公益財団法人世界自然保護基金ジャパン）の活動に対する支援を通じ、野生動物の保護や彼らが暮らす自
然環境の保護を行っています。
　2017年度はWWFジャパンが実施した「WITH STAMPキャンペーン」「野生ネコの王国キャンペーン」「EARTH HOUR 

2018」への協賛を行いました。
ペットとして家庭で暮らすどう
ぶつも野生動物も同じ大切な命
であるという想いから、引き続
き支援してまいります。

　当社独自の取り組みのほか、一般社団法人日本損害保険協会の一員として、事故、災害および犯罪の防止・軽減にむけて、
さまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。同協会での取り組みについては、ウェブサイトをご覧ください。

■交通安全対策
http://www.sonpo.or.jp/efforts/reduction/traffic/

■防災・自然災害対策
http://www.sonpo.or.jp/efforts/reduction/dizaster/

■環境問題への取組み
http://www.sonpo.or.jp/efforts/eco/

09



現状
代表的な経営指標

区　分 2015年度 2016年度 2017年度

正味収入保険料 25,370百万円 28,068百万円 31,290百万円

正味損害率 56.9％ 56.5％ 56.2％

正味事業費率 29.7％ 31.2％ 33.8％

コンバインド・レシオ 86.6％ 87.7％ 90.0％

保険引受利益 2,033百万円 2,344百万円 1,598百万円

経常利益 2,537百万円 2,666百万円 1,924百万円

当期純利益 1,709百万円 1,788百万円 1,391百万円

単体ソルベンシー・マージン比率 282.6％ 295.6％ 305.6％

総資産額 23,554百万円 26,038百万円 28,912百万円

純資産額 9,021百万円 10,231百万円 11,595百万円

その他有価証券評価差額 △123百万円 △100百万円 △128百万円

不良債権の状況（リスク管理債権） － － －

正味収入保険料（対前期比）

2016年度

25,370

2015年度

正味収入保険料の推移
（単位：百万円）

2017年度

31,290
28,068

■正味収入保険料
　ご契約者から受領した保険料に、保険金支払負担の平均
化・分散化を図るための他の保険会社との再保険契約のや
り取りを加減した金額であり、売上規模を示す指標です。
　当社では再保険契約がないため、全額がご契約者から受
領した保険料となっています。

■関連する指標－保有契約件数

2016年度末

585,962

2015年度末

保有契約件数の推移
（単位：件）

2017年度末

698,566
635,670

■保有契約件数
　算出日時点で保険契約が有効に成立している契約の件
数です。

　ペット保険の保有契約件数は、2018年3月末時点で前
年比6.2万件プラスの69.8万件となりました。312億90百万円（111.5％）
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正味損害率

コンバインド・レシオ

正味事業費率

保険引受利益（対前期比）

56.2％

90.0％

33.8％

15億98百万円（68.2％）

2016年度

56.9

2015年度

正味損害率
（単位：％）

2017年度

56.256.5

2016年度

86.6

2015年度

コンバインド・レシオ
（単位：％）

2017年度

90.0
87.7

2016年度

29.7

2015年度

正味事業費率
（単位：％）

2017年度

33.8
31.2

2016年度

2,033

2015年度

保険引受利益
（単位：百万円）

2017年度

1,598

2,344

■正味損害率
　正味収入保険料に対する正味支払保険金と損害調査費と
の合計額の割合のことで、保険会社の経営分析や保険料率
の算出に用いられるものです。

■コンバインド・レシオ
　正味損害率と正味事業費率の合算率で、損害保険会社の
保険本業での収益力を示す指標です。一般的にこの指標が
低いほど収益性が高いといわれています。

■正味事業費率
　正味収入保険料に対する保険事業上の経費の割合のこと
で、正味損害率と同様に、保険会社の経営分析や保険料率
の算出に用いられるものです。この経費には、営業費及び
一般管理費のうち、保険引受に係る金額及び諸手数料が含
まれます。

■保険引受利益
　正味収入保険料等の保険引受収益から、保険金・損害調
査費等の保険引受費用と保険引受に係る営業費及び一般管
理費を控除し、その他収支を加減したもので、保険本業で
の最終的な損益を示すものです。
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現状
代表的な経営指標

単体ソルベンシー・マージン比率 総資産額

経常利益（対前期比） 当期純利益（対前期比）

305.6％ 289億12百万円

19億24百万円（72.2％） 13億91百万円（77.8％）

2016年度

282.6

2015年度

単体ソルベンシー・マージン比率
（単位：％）

2017年度

305.6
295.6

2016年度

23,554

2015年度

総資産額
（単位：百万円）

2017年度

28,912
26,038

2016年度

2,537

2015年度

経常利益
（単位：百万円）

2017年度

1,924

2,666

2016年度

1,709

2015年度

当期純利益
（単位：百万円）

2017年度

1,391

1,788

■単体ソルベンシー・マージン比率
　巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落等、通常
の予測を超えて発生し得る危険に対する、資本金・準備金
等の支払余力の割合を示す指標です。行政当局が保険会社
を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用され
ており、この数値が200％以上であれば「保険金等の支払
能力の充実の状況が適当である」とされています。

■総資産額
　保険会社が保有する資産の総額で、具体的には貸借対照
表上の「資産の部合計」です。保険会社の資産規模を示す
ものです。

■経常利益
　正味収入保険料、利息及び配当金収入、有価証券売却益
等の経常収益から、正味支払保険金、有価証券評価損、営
業費及び一般管理費等の経常費用を差し引いたもので、経
常的に発生する取引から生じた損益を示すものです。

■当期純利益
　左記の経常利益に固定資産処分損益や価格変動準備金繰
入額等の特別損益、法人税及び住民税、法人税等調整額を
加減したもので、事業年度に発生した全取引によって生じ
た損益を示すものです。
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純資産額 その他有価証券評価差額

115億95百万円 △128百万円

2016年度

9,021

2015年度

純資産額
（単位：百万円）

2017年度

11,595
10,231

2016年度

△123

2015年度

その他有価証券評価差額
（単位：百万円）

2017年度
△128

△100

■純資産額
　総資産額から、責任準備金等の負債額を控除したもので、
具体的には貸借対照表上の「純資産の部合計」です。保険
会社の担保力を示すものです。

■その他有価証券評価差額
　保有有価証券等に占める「その他有価証券」の時価評価
後の金額と時価評価前の金額の差額を指します。財務諸表
上は、この評価差額から税金相当額を控除した金額を、貸
借対照表の純資産の部に「その他有価証券評価差額金」と
して計上しています。

■関連する指標－ペット保険普及率
　2017年（1月～12月）のペット保険各社合計の契約件数は、前年から14.9％増の1,474千件と順調に伸長しています。
　また、ペット保険の国内での普及率は8％ですが、ペット保険の歴史が長い英国での普及率は25％を超えており、
今後も高い成長性が見込まれています。
　アニコム損保は、人の健康保険制度と同様に、対応動物病院で利用できる「窓口精算システム」や、お気に入りの
ペットの写真がプリントされた「どうぶつ健康保険証」等にご支持をいただき、2017年のシェアは48％を占めていま
す。

※ペット保険市場規模および2017年マーケットシェアは、株式会社富士経済「2018年 ペット関連市場マーケティング総覧」調査。
　なお、契約件数とは、1年間の計上契約件数であり、保有契約件数とは異なります。

2015年2013年

市場規模（百万円） 普及率（％）

2017年2016年2014年

29,800

4.3
4.9

5.8

6.9

8.0

35,000

41,700

49,300

58,100

当社
48.0％

A社

B社

C社

D社

E社
その他

ペット保険市場規模推移 2017年マーケットシェア
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