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アニコムグループの概要

■アニコム ホールディングスの概要 （2019年7月1日現在）
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。

アニコム ホールディングス株式会社

社名
（英文社名）
設立年月日
本社所在地

〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-17-1

電話番号
資本金
事業内容

03-5348-3911
7,950百万円

住友不動産新宿グランドタワー39階

経営について

（Anicom Holdings, Inc.）
2000年7月5日
（株式会社ビーエスピーとして設立）

子会社の経営管理

■アニコムグループの概要 （2019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。
アニコム パフェ株式会社
社名
（英文社名） （Anicom Pafe, Inc.）
設立年月日
2004年12月24日
資本金
495百万円
株主
アニコム ホールディングス株式会社（100%）
事業内容
動物病院支援事業

アニコム フロンティア株式会社
社名
（英文社名） （Anicom Frontier, Inc.）
設立年月日
2005年2月25日
資本金
45百万円
株主
アニコム ホールディングス株式会社（100%）
事業内容
保険代理店業、有料職業紹介事業

アニコム先進医療研究所株式会社
社名
（英文社名） （Anicom Specialty Medical Institute, Inc.）
設立年月日
2014年1月24日
資本金
450百万円
株主
アニコム ホールディングス株式会社（100％）
事業内容
臨床・研究事業

社名
アニコム キャピタル株式会社
（英文社名） （Anicom Capital, Inc.）
設立年月日
2015年7月7日
資本金
100百万円
株主
アニコム ホールディングス株式会社（100％）
事業内容
ベンチャー企業投資・育成事業
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2018年度の事業概況

（1）事業の経過及び成果等

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196百万円、責任準備金繰入額1,336百万円を

当事業年度におけるわが国経済は、米中貿易戦争の長期

加算した保険引受費用は24,072百万円となり、保険引受収

化に伴う外需の景気けん引力の低下、自然災害等による輸

益34,535百万円から保険引受費用、保険引受に係る営業費

出・生産活動の一時的な減退による影響があったものの、

及び一般管理費等を控除した保険引受利益は2,040百万円

堅調な雇用・所得情勢に支えられ、緩やかな景気回復基調

となりました。

で推移しました。
このようななか、
当社は、
重点施策と位置付けている「ペッ
ト保険のさらなる収益力向上」に向け精力的な営業活動に
注力し、保有契約数は753,332件（前期末から54,766件の
増加・同7.8％増）と、順調に増加しています。
また、E/I損害率（※1）は新規契約増による商品ポートフォ
リオの改善や高齢クラスターの料率改定の効果により

59.0％と前年同期比で0.2pt改善いたしました。既経過保険
料ベース事業費率（※2）は、引き続き規模拡大に向けた投
資を行っている中、費用の一部圧縮等により34.5％と前年
同期比で0.7pt改善いたしました。この結果、両者を合算し
たコンバインド・レシオ（既経過保険料ベース）は前年同
期比で0.9pt改善し93.5％となりました。
もうひとつの重点施策である「予防に向けた取組み強化」
に関しては、これまでもアニコムグループにおいて数多くの
取組みを行ってまいりましたが、これまでに投資を進めてき
た人材・設備・データを活用し、1つでも多くの疾病を1秒
でも早くなくすことができるよう、アニコムグループをあげ
て引き続き取り組んでいるところです。特に遺伝病撲滅に
向けては、遺伝子解析といった科学・技術・データに医療
のサポートを加えたブリーディング支援を行うとともに、腸
内フローラ測定によるどうぶつの健康チェックの普及、共生
細菌をキーにしたフード開発、生活習慣コンサル等の事業
化を進めているほか、各種施策に取り組んでいます。
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。
、資
保険引受収益34,535百万円（前年同期比10.4 ％増）
産運用収益383百万円（同8.4％減）などを合計した経常収
益は34,960百万円（同10.1％増）となりました。一方、保
、営業費及び一般
険引受費用24,072百万円（同10.6 ％増）
管理費8,479百万円（同6.3％増）などを合計した経常費用
は32,692百万円（同9.6 ％増）となりました。この結果、
経常利益は2,268百万円（同17.9 ％増）となり、これに特
別損益、法人税及び住民税などを加減した当期純利益は

1,597百万円（同14.8％増）となりました。
【保険引受の概況】
正味収入保険料は34,535百万円、正味支払保険金は18,456
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（※1）E/I損害率：発生ベースでの損害率。
（正味支払保険金＋支払備金
増減額＋損害調査費）÷既経過保険料にて算出
（※2）既経過保険料ベース事業費率：発生ベースの保険料（既経過保険
料）に対する事業費率。
（諸手数料及び集金費+保険引受に係る
営業費及び一般管理費）÷既経過保険料にて算出
（※3）正味損害率＝（正味支払保険金+損害調査費）÷正味収入保険料
（※4）正味事業費率＝（諸手数料及び集金費+保険引受に係る営業費及
び一般管理費）÷正味収入保険料

（2）対処すべき課題
①ペット保険の拡大
当社のペット保険の保有契約数は約 75 万件（前期末比
7.8％増）となっており、順調に増加するとともに、国内の
ペット保険の普及率についても2018年には約9 ％の水準ま
で伸長しています。しかしながら、ペット保険の先進国で
ある英国やスウェーデンと比較すると未だ低水準といえ、
引き続き、成長途上の市場であると考えています。よって、
当社が提供するペット保険が、“どうぶつの健康保険制度”
として社会に広く認知・利用されるためのマーケティング
やPRを強化するとともに、他社の保険商品と比較し、独自
性・優位性を有する魅力ある保険商品を提供していくこと
が重要であり、これが収益力のさらなる向上へ繋がってい
くものと考えています。
そのため、ペット保険販売の最重要ターゲットであるペッ
トショップ代理店チャネルに加え、既に飼育されているペッ
トをターゲットとした一般チャネルの営業等を強化し、ペッ
トショップ代理店チャネルと双璧をなす営業の主軸として
成長させていきます。具体的な施策として、Webや動物病
院等を通じた販売戦略を構築するとともに、当該戦略を実
行するためのマーケティングやPRを強化していきます。
このほか、近年、ペット飼育者が、ペットをブリーダー
から直接に家族にお迎えする機会が多くなってきているこ
と、犬の飼育頭数が逓減する一方で、猫の飼育頭数は逓増
しており、保護猫の譲渡会等を通じて家族にお迎えする機
会が多くなってきていることから、これらの事業者との関
係を強化し、ペット保険の重要性を理解していただくことで、
新たなチャネル化や保険の付保率向上に繋げていきます。

百万円、損害調査費は1,003百万円となり、正味損害率（※3）

また、2018年12月からは、「予防型保険会社」を目指す

は56.3％となりました。また、保険引受に係る営業費及び一

アニコムグループ独自のサービスである「どうぶつ健活」

般管理費は8,421百万円、諸手数料及び集金費は3,079百万円

を開始しています。これは、どうぶつの腸内フローラ測定

となり、正味事業費率（※4）は33.3％となりました。

の結果から、病気のなりやすさを判定し、その結果に応じて、
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無料で健康診断が受けられるサービスです。この「どうぶ

うした遺伝子検査により蓄積されたデータを活用したブ

を当社が提供する保険商品に付帯し、他社が提

リーディングに係る科学的な見知や医療などをトータルで

供する保険商品との差別化を行っています。こうした保険

サポートすることにより、ブリーディング現場における様々

つ健活」

（※）

商品の独自性・優位性をお客様に伝えるための取組みを強

な課題を解決し、ひいては、健康なペットの流通を促し、ペッ

化していくことで、ペット保険のさらなる拡大を目指します。

トの病気やケガなどへの飼育者の不安を少しでも解消する

※
「どうぶつ健活」は、「どうぶつ健保ふぁみりぃスタンダードタイプ」
「どうぶつ健保べいびぃ」「どうぶつ健保すまいるふぁみりぃ」
「どう
ぶつ健保はっぴぃ」が対象です。但し、腸内フローラ測定はすべての
どうぶつが対象ですが、健康診断サービスの対象は犬・猫に限ります。

ことで、飼育頭数の増加に繋げていきたいと考えています。

②ペットの飼育頭数

病気や高齢になった場合や、ペットが高齢となり介護が必

また、こうしたブリーディングサポートにより、ブリーダー
の収益機会を向上させ、ブリーダー数の減少に歯止めをか
ける施策にも取り組んでいきます。さらに、ペット飼育者が
要となった場合等に、やむを得ずペットの飼育ができなくな
ることへの対応として、ペット飼育者の代わりにペットを飼

じて対処していきたいと考えています。具体的には、アニコ

育する老犬ホームや終生飼育施設（シェルター）などを運

ムグループでは、どうぶつが有する遺伝性疾患の撲滅を目

営することで、ペット飼育者が安心して飼育できる環境を

的とした遺伝子検査事業を開始しており、主要なペット

構築し、飼育頭数の増加に繋げていきたいと考えています。

経営について

犬の飼育頭数が逓減しているといった課題に対しては、ア
ニコムグループが提供するブリーディングサポート等を通

ショップやブリーダー等を通じて販売されるペットの遺伝
子検査をアニコムグループのラボにて実施しています。こ

●決算の仕組み（2018年度）

（単位：百万円）

保険引受収益

34,535

資産運用収益

383

正味収入保険料

34,535

利息及び配当金収入

154

有価証券売却益

228

その他経常収益

41

保険引受費用

24,072

正味支払保険金

18,456

損害調査費

1,003

諸手数料及び集金費

3,079

支払備金繰入額
責任準備金繰入額

保険引受に係る
営業費及び一般管理費

196
1,336

資産運用費用

営業費及び一般管理費
（うち保険引受に係る
営業費及び一般管理費）
その他経常費用

10

8,479

経常収益

34,960

経常費用

32,692

経常利益

2,268

特別利益

14

特別損失

13

8,421
129

法人税及び住民税

8,421
法人税等調整額

保険引受利益

751

2,040

当期純利益

△79

1,597
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コーポレート・ガバナンスの状況

■コーポレート・ガバナンス体制
当社は、アニコムグループの経営理念である「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」を拡大すること」を通じて、すべてのステークホルダーに対する責務と約束を果たし、その社会的使
命を全うするとともに、企業価値の永続的な向上を目指します。当社では、これらを着実に実現するため、グループコーポレー
トガバナンス基本方針に基づき、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の維持、強化に取り組んでいます。

（1）取締役会及び取締役
当社の取締役会は、取締役7名（うち1名は社外取締役）
で構成されています。

（4）取締役会委員会
①グループコンプライアンス委員会
アニコム ホールディングス株式会社のコンプライアンス

取締役会は、取締役会規則等に基づき、当社の方針や業

推進部担当執行役員を委員長として、四半期毎に開催し、

務執行に関する重要な意思決定を決議するとともに、執行

コンプライアンス推進のための施策の立案や実施状況、コ

役員の業務を監督しています。各取締役は、取締役会がそ

ンプライアンス疑義案件及び不祥事件への対応の適切性の

れらの責務・機能を十分に全うできるよう努めており、各

確認、外部弁護士相談事項を踏まえた当社方針等の適切性

執行役員は、取締役会において決定された執行担当業務を

の確認を目的としています。

遂行しています。
②グループリスク管理委員会
アニコム ホールディングス株式会社のリスク管理部担当

（2）監査役会及び監査役

執行役員を委員長として、半期毎に開催し、リスク管理態
勢の整備推進、ERM態勢の整備推進を目的としています。

当社の監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で
構成されています。

③グループ危機管理委員会

監査役会は、監査役会規則等に基づき、監査に関する重

アニコム ホールディングス株式会社の社長を委員長とし

要な事項について報告を受け、協議・決議をしています。

て半期毎に開催し、平時に行うべき危機管理態勢の整備に

各監査役は、監査役会で策定された監査役監査基準や監査

ついての審議及び報告を目的としています。

計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、
業務及び財産の状況を監査するとともに、会計監査人及び
内部監査部門等から報告を受けるなど、相互に緊密な連携
を保ち、取締役の業務執行を監督しています。

（5）グループ経営会議
常勤取締役及び執行役員により構成される経営会議を設
置し、経営に係る意思決定に関する協議の充実及び経営状

（3）指名・報酬・ガバナンス委員会

また、経営会議委員会として、予算管理に関する諮問を

当社の親会社であるアニコム ホールディングス株式会社

行う「グループ予算委員会」
、ITに関する戦略立案、モニタ

は、取締役会の諮問委員会として「指名・報酬・ガバナン

、人事政策及び人事
リングを行う「グループIT戦略委員会」

ス委員会」を設置しています。同委員会では、アニコム ホー

管理体制の適切性の確認等を行う「グループ人事政策委員

ルディングス及び当社の取締役、監査役及び執行役員の候

会」
、資産運用戦略と資産運用体制強化に関する審議を行う

補者の選任要件及び選任・解任並びにアニコム ホールディ

「財務委員会」を設け、各委員会は経営会議に報告を行い、

ングス株式会社及び当社の取締役及び執行役員の業績評価
とともに、報酬体系及び水準を審議しています。同委員会
では、審議した内容を取締役会へ答申しています。

18

況の管理を図っています。
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業務運営の適切性を確認しています。

（6）監査体制

③会計監査
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、

①内部監査

財務諸表監査及び財務報告に係る内部統制監査を受けてお

他部門から独立した内部監査部門が、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

り、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。

を実施しています。内部監査部門は、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、
業務の適切かつ健全な運営を確保しています。

経営について

②監査役監査
各監査役は、監査役会において決定した監査役監査基準、
監査方針、監査計画等に基づき、取締役会その他の重要な
会議に出席するほか、取締役会の職務の執行状況を聴取し、
重要な決裁書類の閲覧等を行うことなどにより、取締役会
の職務の執行を適切に監査しています。

【コーポレート・ガバナンス図】

アニコム ホールディングス株式会社
経営管理・モニタリング

アニコム損害保険株式会社
株主総会
選任・解任

選任・解任

連携

会計監査人

会計監査相当性の判断

監査役
（監査役会）

選任・解任

監査

経営意思決定・監督

取締役会
（取締役）

答申・報告

連携
会計監査

監督/承認

アニコム ホールディングス株式会社
指名・報酬・ガバナンス委員会
取締役会委員会
グループコンプライアンス委員会/グループリスク管理委員会/
グループ危機管理委員会

報告

業務執行

内部監査室

内部監査

経営会議
（執行役員）

報告等

経営会議委員会
グループ予算委員会/グループIT戦略委員会/
グループ人事政策委員会/財務委員会

各業務執行部門
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■反社会的勢力の排除
当社は、反社会的勢力を排除する取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。

反社会的勢力対応の基本方針の概要

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。
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当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システム基本方針を定める。

内部統制システム基本方針

経営について

1. 業務の適正を確保するための体制
（1）当社は、アニコムグループ経営理念に基づき、経営管理に関する基本方針を定めるとともに、取締役会へ
の報告体制を確立することにより、当社の経営管理体制を整備する。
①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。
②アニコム ホールディングス株式会社が定めるグループの経営戦略やグループ経営の根幹となる各種グ
ループ基本方針等に基づき、中期経営計画及び年度計画を策定する。
③事業戦略、事業計画等の重要事項については、アニコム ホールディングス株式会社の事前承認事項とする。
④中期経営計画及び年度計画に基づく各種事業計画の実施状況等をアニコム ホールディングス株式会社へ
の報告事項とする。
（2）当社は、財務報告に係る内部統制に関する基本方針を定め、財務報告の適正性と信頼性を確保するために
必要な体制を整備する。
（3）当社は、情報開示に関する基本方針を定め、企業活動に関する情報を適時・適切に開示するための体制を
整備する。
（4）当社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針に基づき、グループ内取引等の管理体制を整備する。
2. 職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（1）当社は、コンプライアンスに関する基本方針を定め、コンプライアンス体制を整備する。
①当社は、コンプライアンスを統括する部署を設置する。
②当社は、グループ倫理規範に基づき、役職員がこの倫理規範に則り事業活動のあらゆる局面においてコ
ンプライアンスを最優先するよう周知徹底を図る。
③当社は、グループコンプライアンス・マニュアルに基づき、役職員が遵守すべき法令、社内ルール等に
関する研修を実施し、コンプライアンスの周知徹底を図る。
④当社は、「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。また、定期的に開催する「グループコンプライアンス委員会」において、コンプライア
ンス疑義案件及び不祥事件への対応並びに外部弁護士相談を踏まえた当社方針等の適切性の確認を行う。
⑤当社は、法令又は社内ルールなどのコンプライアンスに抵触する事案が生じた場合の報告ルールを定め
るとともに、通常の報告ルートのほかに、社内外にホットライン（内部通報制度）を設け、その利用に
つき役職員に周知する。
（2）当社は、顧客保護等に関する基本方針を定め、お客様本位を徹底し、顧客保護等を図るための体制を整備
する。
（3）当社は、情報セキュリティ管理に関する基本方針を定め、情報セキュリティ管理体制を整備する。
（4）当社は、反社会的勢力等への対応に関する基本方針を定め、反社会的勢力等への対応体制を整備するとと
もに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等と連携し、毅
然とした姿勢で組織的に対応する。
（5）当社は、被監査部門から独立した内部監査部門を設置するとともに、内部監査に関する基本方針を定め、
実効性のある内部監査体制を整備する。
3. リスク管理に関する体制
（1）当社は、リスク管理に関する基本方針を定め、リスク管理体制を整備する。
①当社は、リスク管理を統括する部署を設置する。
②定期的に開催する「グループリスク管理委員会」において、態勢整備の進捗状況や有効性について検討し、
重要事項については、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。
④当社は、業態やリスクの特性等に応じた適切なリスク管理を実施する。
（2）当社は、グループの統合的リスク管理に関する方針に基づき、経営の健全性を確保しつつ企業価値を持続的・
安定的に向上させるとともに、保険契約者をはじめとするステーク・ホルダーの利益を保護する。
（3）当社は、グループの危機管理に関する基本方針に基づき、危機管理体制を整備する。
4. 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）当社は、中期経営計画及び年度計画（数値目標等を含む。）を策定する。
（2）当社は、業務分担及び指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を
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定めるとともに、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。
（3）当社は、経営会議規則を定め、取締役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・
報告を行う。
（4）当社は、アニコム ホールディングス株式会社取締役会の諮問機関として設置された指名・報酬・ガバナン
ス委員会において審議された次の事項の答申を受ける。
①当社の取締役・監査役・執行役員の選任・解任
②当社の取締役・監査役・執行役員の選任要件
③当社の取締役・執行役員の業績評価
④当社の取締役・執行役員の報酬体系及び水準
⑤コーポレート・ガバナンスに係る各種方針・施策等の整備状況や実施状況
（5）当社は、人事に関する基本方針を定め、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公正な人事の徹底により、
生産性及び企業価値の向上の実現を図る。
（6）当社は、（1）〜（5）のほか、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を整備する。

5. 取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役及び執行役員の職務の執行に係
る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、適切に保存及び管理を行う。

6. 監査役の職務を補助すべき職員に関する事項
（1）当社は、監査役の監査業務を補助するため、監査役直轄の監査役事務局を設置する。監査役事務局には、
監査役の求めに応じて、監査業務を補助するために必要な知識・能力を具備した専属の職員を配置する。
（2）監査役事務局に配置された職員は、監査役の命を受けた業務及び監査を行う上で必要な補助業務に従事し、
必要な情報の収集権限を有する。
（3）当該職員の人事考課、人事異動及び懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。
7. 監査役への報告に関する体制
（1）役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に
報告を行うとともに、当社又はグループ会社の業務執行に関し、重大な法令若しくは社内ルールの違反又
は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。
（2）当社は、役職員が、業務執行に関し重大な法令若しくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼ
すおそれのある事実を発見したときに、これらの者又はこれらの者から報告を受けた者が、監査役に報告
を行う体制を整備する。
（3）当社は、監査役に（1）又は（2）の報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱い
を受けることがないよう、必要な体制を整備する。
（4）役職員は、ホットライン（内部通報制度）の運用状況及び報告・相談事項について定期的に監査役に報告
を行う。
8. 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）監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議又は委員会に出席し、意見を述べるこ
とができるものとする。
（2）監査役は、重要な会議の議事録、取締役及び執行役員が決裁を行った重要な稟議書類等について、いつで
も閲覧することができるものとする。
（3）監査役は、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。
（4）役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。
（5）内部監査部門は、監査に協力することなどにより、監査役との連携を強化する。
（6）当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証明
したときを除き、これを支払うものとする。

■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1〜8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

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

経営について

1. 法令等の遵守

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
経営会議、コンプライアンス委員会を設置して、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、コンプライアンス疑議案件及び不祥事件への対応等の適切性の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】
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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。
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Ⅰ経営について

6

リスク管理

（1）リスク管理基本方針

（2）リスク管理体制

当社は、保険事業をめぐるリスクが高度化・複雑化して

当社では、次ページのリスク管理体制図のとおり、主要

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

なリスクとその主管部を明確化し、主管部によるリスクの

づけています。

管理と、その統括をリスク管理部が行う体制としています。
各種リスクの管理状況や統合的に評価したリスクの状況等
に関して、アニコム ホールディングス株式会社のリスク管

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

理部及び当社経営企画部等と連携し、
「グループリスク管理

スク管理基本方針を定め、リスク管理に係る組織・体制、

委員会」にて報告・協議を行い、取締役会に報告する態勢

管理プロセス、報告ルールなど、リスク管理の全体的・共

としています。

通的な事項を明確化しています。
①ERMの推進
取締役会は、
リスク管理基本方針の中でERM（Enterprise

（3）危機管理方針
当社では、大規模な災害や事故又は風評被害等により、

Risk Management）態勢を定めるとともに、その管理プ
ロセス並びに報告ルール等の具体的な取決め等をERM規程

人命、資産又は当社活動が危険にさらされるような事態や、

で定めています。

うな事態に適切に対応するためにグループ危機管理方針を

保険会社の直面するリスクに関して、潜在的に重要なリ
スクを含めて総体的に捉え、当社の自己資本等と対比し自

経営について

これを踏まえ、アニコム ホールディングス株式会社の定
めるグループリスク管理基本方針に基づき、当社では財務

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
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。

己資本充実度を評価するとともに、保険引受や保険料率設
定などフロー面を含めた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実施しています。
②個別リスク管理
リスク管理部は、次ページのリスク管理体制図のとおり、
各部と連携し、重要なリスクの特定及びコントロールを行っ
ています。特に、保険引受リスク、及び資産運用リスクを
最重要リスクとして認識しています。

（4）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

保険引受リスクの管理

第4号八）については、リスク管理の実施、保険計理人によ

当社において重要なリスクである保険引受リスクを適切

る確認等の該当はありません。

に管理するため、定期的に保険料・保険金等の予実管理を
行うとともに損害率を把握し、取締役会等に報告を行って
います。
資産運用リスクの管理
資産負債管理（ALM：Asset Liability Management）
により、保険負債の特性を適切に踏まえた上で、資産の保
有状況の分析・評価を行うことにより、財務運営の安定性
の向上に努めています。
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リスク管理

【リスク管理体制】
監査役会

取締役会

監査役監査
報告

指示

監査役

内部監査室
内部監査

・経営計画
・自己資本管理等

グループリスク管理委員会
報告

リスク管理部

モニタリング

連携

報告

⑪災害・事故・犯罪リスク

⑩風評リスク

総務部

経営企画部

⑨人的リスク

⑧ 募集コンプライアンスリスク

⑦法務リスク

⑥システムリスク

⑤流動性リスク

④事務リスク

③資産運用リスク

②保険金支払リスク

①保険引受リスク

人事部

コンプライアンス推進部

ＩＴ企画部

経理部

リスク管理部

財務部

給付管理部

商品サービス部
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経営企画部

自己資本管理等

個別リスク統括

26

報告

指示

・個別リスク管理の状況
・統合的に評価したリスクの状況

【個別リスク】
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
商品の開発又は改定に際して、適切な保険約款や保険料率が設定されない、又は、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

③資産運用リスク
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、その元本及び利息等の支払いが滞る等のリスクをいいます。

経営について

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。

④事務リスク
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
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又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
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
各種法令等を遵守しないことにより損失を被る、又は、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
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、及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
当社役職員の問題行動（不祥事及び情報漏えい等）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
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
接的又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
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、若しくは、その恐れのあるリスクをいいます。
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7

個人情報の保護

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
（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又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
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（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及び第三者からの取得
（ 1 ）当社は、次の場合を除き、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
・ 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。）
（ 2 ）当社は、法令で定める場合を除き、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（いつ、
どのような提供先に、どのような個人データを提供したか等）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（いつ、どのような提供先から、どのような個人データを取得し

経営について

（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。
）

たか、提供元の第三者がどのように当該データを取得したか等）について確認・記録します。

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「14. 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（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。
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
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個人情報の保護

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
当社は、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する個人情報（本
人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により
公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを
除きます。以下「センシティブ情報」といいます。
）を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者
提供を行いません。
・ 保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティ
ブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
・ 相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第
三者提供する場合
・ 保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは
加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
・ 法令等に基づく場合
・ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
・ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
・ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力
する必要がある場合

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「12.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。
（https://www.anicom-sompo.co.jp/privacypolicy/privacypolicy_req/）

10. 匿名加工情報の取扱い
（ 1 ）匿名加工情報の作成
当社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情
報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたも
の）を作成する場合には、以下の対応を行います。
・ 法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
・ 法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管
理措置を講じること
・ 作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること
・ 作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと
（ 2 ）匿名加工情報の提供
当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に
関する情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名
加工情報であることを明示します。
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11. 個人データの管理について
個人データの漏えい、滅失又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。

12. 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
また、当社又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、又は下記の
お問い合わせ先までご連絡ください。ご本人から求めがあった場合には、ダイレクトメールの発送停止等、自
主的に利用停止等に応じます。ただし、保険契約の維持・管理、保険金のお支払い等に関する連絡は対象にな
りません。

経営について

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。

＜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。

13. 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。同協会では、対象事
業者の個人情報及び匿名加工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東京）
所 在 地：〒101-0063 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：9：00〜17：00（土日祝祭日及び年末年始を除く）
ホームページアドレス：www.sonpo.or.jp

14. 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）

https://www.anicom.co.jp/company/outline/
（ 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。

15. 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
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個人情報の保護

■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：9：00〜18：00（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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利益相反取引の管理

■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

利益相反管理対象会社は、金融商品取引法の定めに基づきアニコム ホールディングス株式会社が開示する有
価証券報告書において、連結子会社（以下、「当社グループ会社」という）及び持分法適用会社として記載され
ている会社とする。（以下、対象となる会社を合わせて「管理対象会社」という）

2. 利益相反のおそれのある取引

経営について

1. 管理対象会社

「利益相反のおそれのある取引」は、管理対象会社が行う取引のうち、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。
なお、本方針における「お客様」とは、当社グループ会社の行う業務に関して、既に取引関係にあるお客様、
取引関係に入る可能性のあるお客様又は過去に取引を行ったお客様のうち、現在も法的権限を有しているお客
様をいう。
（1）お客様の利益と当社グループ会社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）管理対象会社間において利益が相反するおそれのある取引
（5）以上（1）から（4）に掲げるもののほか、管理対象会社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

3. 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。

4. 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。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。
（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

5. 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並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

（1）ご契約のしくみ

②クーリングオフ制度（契約申込の撤回等）について
クーリングオフについて定める保険業法では、保険期間

①ご契約の手続き

が1年以下の保険契約は、クーリングオフの対象とされてい

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。

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。

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。

この場合、お客様がご契約をお申込みいただいた日又は
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
ら起算して8日以内であれば契約申込みの撤回等を行うこと
ができます。

【保険ご契約の手続き】
商品内容についてのご相談
（契約のご意向の把握）

契約のご意向の確認

契約内容の決定

代理店における手続き

重要事項のご説明

（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 iPad やパソコン、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。いずれの場合もお申
込手続きの際に、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

申込手続き

であるかどうかのご確認をお願いしています。

引受審査

保険料の払込

当社における手続き

契約成立

「ご契約内容のお知らせ」
「どうぶつ健康保険証」の送付 ※
※ 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。

●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

●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、

商品ですので、「普通保険約款」と「特約」でその内容を

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、

定めています。

お申込みいただくことが大切です。

基本的な契約内容を定めたものが「普通保険約款」で

ご契約時にご注意いただきたい事項については、パン

あり、個々の契約内容を一部変更・補足するものが「特約」

フレット・重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）

です。

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。
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（3）代理店制度

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任し、

代理店は、お客様のニーズに対応し、保険会社に代わっ

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

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

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

担っています。当社では、お客様にさらにご満足いただけ

険キーパーソンを選任し、保険募集における責任体制を明

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

確に定めています。

店網の充実に力を注いでいきます。
代理店本店

①代理店の役割と業務内容

＝保険責任者

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、保険契約の締結又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

支店A
保険キーパーソン

支店B
保険キーパーソン

経営について

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

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

（4）代理店教育

店で募集に従事しようとする者は、保険業法第302条に基

一般社団法人日本損害保険協会では、2008年6月より「損

づき財務局に届け出る必要があります。なお、当社では、

害保険募集人試験」と「保険商品教育制度」を運営してお

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

りましたが、2011年10月、両制度が「損害保険募集人一般

保険協会が運営する「損害保険募集人一般試験」に合格す

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

ることを要件としています。

ルとして、「損害保険募集人一般試験」の合格を代理店登録、
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

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、

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」

一般企業等の一部門として行っている「兼業代理店」とが

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

あります。

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

当社は主にペットショップ（動物取扱業者）を営む傍ら

図ってまいります。

保険を販売する「兼業代理店」を中心に代理店委託をして

また、当社ではペット保険の商品内容をはじめ、コンプ

います。2019年3月末時点での代理店数は1,114社（店舗数

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

にして10,008店）です。

トを毎年行っており、常に適切な保険募集ができるよう努
めています。
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お客様本位の業務運営方針

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出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）を意識した経営を徹底し、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る」こ
とを経営方針に掲げ、全役職員一丸となり、その実現に向けまい進しています。
当社では、このグループ経営方針に基づき、お客様本位の業務運営をさらに徹底すべく、本方針を定めます。

1. お客様の声を経営に活かす取組み

当社は、お客様の声をサービス改善や商品開発等の業務
品質の向上に活かし、お客様との末永い信頼関係を構築す
るために、アフターフォロー体制や事務体制の整備を含む
業務運営の質の向上に取り組みます。
【主な取組み】
（ 1）
『お客様の声』への取組み方針を定め、
お客様の声をサー
ビス改善や商品開発等の業務品質の向上に活かすこと
としています。お客様の声を経営に活かすため、
「お客
様の苦情」は、経営層への報告と全社的な情報共有を
行い、迅速な対応に努めています。
（2）様々なお客様から、苦情・ご意見等をお伺いするため、
以下の窓口を設置しています。
・お電話でお客様からの、苦情・ご意見等をお伺いす
る専用窓口として、
「お客様相談センター」を設けて
います。
・ホ ー ム ペ ー ジ に 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設置し、ご照会にお答えしてい
ます。
・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。
（3）お客様からの苦情・ご意見の受付状況、これに対する
取組み状況や分析結果を経営会議に報告し、経営に反
映しています。
＜2018年度の取組み状況＞
①マイページログイン時の利便性を向上するため、証券
番号だけでなくメールアドレスもマイページのログイ
ンIDとして登録できるようにしました。
②マイページでの継続手続きにおいて、継続手続きにお
ける工程をイラスト（肉球）で表現し、手続きの進捗
をよりわかりやすくしました。
③WEBお名前登録手続きにおける保険金受取口座の登録
手続きをわかりやすくするため、これまでは、金融機
関を選択する際に、ブラウザ内の新しいタブが開く仕
様となっていましたが、新たにタブを開くことなく元
の画面上で金融機関の選択を行えるようにしました。
④マイページにおける口座登録画面をわかりやすくする
ため、これまでは、金融機関を選択する際に、ブラウ
ザ内の新しいタブが開く仕様となっていましたが、新
たにタブを開くことなく元の画面上で金融機関の選択
を行えるようにしました。また、継続手続時の保険金
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受取口座登録及び継続取消・解約手続時の保険料返還
口座登録の手続画面を改善しました。
（
「11 『お客様の声』への対応（5）
「お客様の声」に
基づき改善した取り組み事例」をご確認ください）

2. お客様にふさわしい商品・サービスの提供

当社は、お客様の状況やご意向を踏まえ、お客様本位の
適正な保険商品の提案を行い、お客様に価値を感じていた
だける商品やサービスを提供できるよう努めています。
【主な取組み】
（1）お客様のニーズに合った保険商品にご加入いただくた
めに、お申込み時に「ご契約のご意向確認」を実施し
ています。
（2）お客様のお申込み手続きのご負担を軽減し、迅速にご
契約が成立するよう、ペットショップ代理店において
タブレット端末によるお手続きを導入しています。
（3）ペットを家族の一員と認識するお客様の増加により、
ペット医療への関心が高まっている環境変化を踏まえ、
お客様とペットが安心して治療を受けることができる
よう、お客様のニーズに合わせてお選びいただける各
種商品プランを提供しています。
＜2018年度の取組み状況＞
決済スケジュールの案内漏れを防ぎ、お客様の理解度を
高めるため、
「どうぶつ健保はっぴぃ」パンフレット裏面の
チェックリストに、月払いの場合のお支払いスケジュール
表を掲載しました。

3. わかりやすい情報の提供

当社は、保険商品の内容や保険料、保険金の支払条件等
の重要な情報をお客様に正しくご理解いただけるよう、わ
かりやすい情報提供に取り組んでいます。
【主な取組み】
（1）保険商品に関する重要な情報を正しくご理解いただく
ために、「重要事項説明書」による説明を行っています。
また、パンフレット等において年齢別、犬種別等の保
険料を明示しています。
（2）お客様がインターネットを通じてお申込みをされる際
に、保険商品の内容を正しくご理解いただくために、
見やすくわかりやすい画面構成・ご案内に努めています。
＜2018年度の取組み状況＞
ホームページのトップ画面及び「商品のご案内」のペー
ジに、
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」
・
「どうぶつ健保ぷち」と
もに基本保険料表を掲載しました。

4. 迅速かつ適切な保険金のお支払い

当社は、保険金支払いの迅速性及び適切性を確保し、さ
らなる利便性を追求することで、お客様の満足と信頼を得
るよう努めています。

（2）保険金の支払い状況や、保険金の支払いに関するお客
様からの苦情・ご意見等の分析結果を経営会議に報告し、
常に適正な保険金の支払いが実行されるよう取り組ん
でいます。
＜2018年度の取組み状況＞
保険金の請求方法のご案内書面を改善しました。
①保険金請求書の記入例をイラスト付きで追加しました。
②手続き漏れ防止のため、書類投函前のチェックリスト
を追加しました。
③LINEアプリを利用した保険金請求方法の案内を追加し
ました。
（「11 『お客様の声』への対応（5）「お客様の声」に
基づき改善した取組み事例」をご確認ください）

（2）各部門が策定する部門年度計画の中にコンプライアン
ス・プログラムに基づく重点施策を設定し、お客様本
位の業務運営を行ってまいります。
＜2018年度の取組み状況＞
全社員を対象に、コンプライアンスに関するテストの出題、
業務連絡の発信、研修を実施しました。
※取組みの定着度合いを評価する指標及び数値
①保有契約件数
②各年度の保有契約件数に対する苦情発生率
保有契約件数（年度末時点）
各年度の保有契約件数に対する苦情発生率

698,566

5. 利益相反の適切な管理

【主な取組み】
（1）利益相反のおそれのある取引を適切に管理することを
目的とした利益相反管理規程を策定の上、利益相反管
理統括部門及び利益相反管理統括責任者を設置し、お
客様の利益を不当に害することのないよう、適切に管
理する体制を構築しています。
（2）利益相反のおそれのある取引が発現した場合、管理対
象取引に係る部門間の情報遮断や対象取引の中止又は
取引条件若しくは方法の変更等、必要に応じた措置を
適宜選択し、お客様の保護に努めています。
＜2018年度の取組み状況＞
利益相反のおそれのある取引に関する契約書チェックの
際、アームズレングスルール（グループ会社等との間で、
通常の条件と著しく異なるような条件での資産の売買等の
取引をしてはならないこと）等に違反しないかを確認をい
たしました。

6. お客様本位の業務運営に向けた取組み

当社は、お客様との末永い信頼関係を構築していくために、
研修体系の整備や人事評価制度への反映等を通じて、全役
職員にお客様本位の業務運営を徹底してまいります。

（単位：件）

753,332

635,670

1.24％

当社は、お客様の利益を不当に害することなく適切に業
務を遂行するために、利益相反のおそれのある取引を適切
に把握・管理しています。

経営について

【主な取組み】
（1）お客様の利便性を向上させるために、動物病院の窓口
で「どうぶつ健康保険証」を提示すれば自己負担分を
支払うだけで済む病院（アニコム損保対応病院）の拡
大に取り組み、使いやすい保険を目指しています。また、
LINEアプリを用いた保険金請求の仕組みを構築する等、
より簡便に保険を利用していただけるよう取り組んで
います。

【主な取組み】
（1）コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題の
一つとして位置付け、コンプライアンス・リスク管理
リーダー会議を四半期毎に開催し、コンプライアンス
への意識を醸成しています。また、お客様本位の業務
運営の意識を強化するために、全役職員が半期毎にコ
ンプライアンスと顧客満足に係る項目への目標を掲げ、
日々の業務を遂行しています。

2016年度

1.13％

1.26％

2017年度

2018年度

③対応動物病院数
対応動物病院数（年度末時点）
（単位：病院）

6,083

6,265

6,417

2016年度

2017年度

2018年度

④コンプライアンスに関するテストの出題、業務連絡の
発信、研修の回数
2018年度：合計38回
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「お客様の声」への対応

（1）「お客様の声」への取組み方針

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

■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。

トショップ（動物取扱業者）で犬、猫等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、

2018年度は、42,123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。
代理店から契約内容について十分な説明がありましたか？
どちらともいえない

無回答

4.1%

4.5%

いいえ 0.6%

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

はい 90.8%

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

（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

四国支店、高知オフィス、九州支店内にコールセンターを

お客様相談センター等、各種窓口に寄せられた苦情やご

設け、全国のお客様からの各種ご相談、ご照会を受け付け

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

ています。

部において一元管理を行っています。

■お客様相談センター

②「お客様の声」を経営に活かす体制

お客様からご意見、苦情等をおうかがいする窓口として、

コンプライアンス推進部では、各部と連携し、寄せられ

「お客様相談センター」を設置し、専用回線を設けています。

た苦情等について、内容や原因等を分析し、経営会議を通

■ホームページ

じて業務改善や商品開発につなげています。分析結果や再

お客様からの「よくあるご質問（FAQ）」を掲載すると

発防止措置の実施状況についても、四半期毎に経営会議へ

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、

報告し、検証しています。

ご照会にお答えしています。また、お客様にご質問を投稿

③お客様への情報開示体制

していただける「教えて！アニコム損保！」ページを設置し、

ホームページ上で、四半期毎に苦情の受付状況や概要、
「お

ご質問内容と当社の回答を公開しています。

客様の声」に基づき改善した取組み事例を開示し、お客様

■顧客満足度アンケート

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

保険業務の品質向上に取り組み、お客様になお一層の安

きます。

（4）「お客様の声（苦情のみ）」の受付状況（2018年4月〜2019年3月）
「お客様の声」
区分

件数

代表的な事例

18年
4月〜6月

18年
18年
19年
7月〜9月 10月〜12月 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

930

860

941

1,082

3,813

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

473

533

574

608

2,188

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

311

381

344

355

1,391

4

その他

いずれの区分にも該当しないもの

458

420

643

609

2,130

2,172

2,194

2,502

2,654

9,522

合計

38

（単位：件）
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（5）保有契約件数に対する苦情発生率（※）
事例2

（％）

1.4
1.3

1.26

1.24

マイページでの継続手続きの利便性向上

お客様の声
マイページの継続手続きの進捗がわかりにくい。

1.2

改善事例
1.1

継続手続きにおける工程をイラスト（肉球）で表現し、

1.13

お手続きの進捗をよりわかりやすくしました。
0

2017

2018 （年度）

（2018年9月）

経営について

2016

※苦情発生率
各年度末の保有契約件数に対する各年度の苦情受付件数
の割合

（6）
「お客様の声」に基づき改善した取組み事例
■お客様の利便性・満足度の向上
事例1

マイページログイン時の利便性向上

お客様の声
マイページにログインしたいが、ログインIDとなる証券
番号がすぐにわからない。

事例3

マイページの利便性向上

改善事例
マイページのログインIDとして、証券番号だけでなくメー
ルアドレスでもご登録いただけるようにしました。
（2018年4月）

お客様の声
マイページにおける口座登録の画面がわかりにくい。
改善事例
これまでは、金融機関を選択する際に、ブラウザ内に新
しいタブが開く仕様となっていましたが、新たにタブを開
くことなく元の画面上で金融機関の選択を行えるようにし
ました。
以下の口座登録手続時の画面を改善しました。
①継続手続時の保険金受取口座登録
②継続取消・解約手続時の保険料返還口座登録
（2018年12月）
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「お客様の声」への対応
【保険があってよかった】

■パンフレット・帳票等の改善
事例1

契約していてよかったです。周りの子は診療費が高いので、
ちょっと気になることがあっても病院に行くのを躊躇して

保険金請求書の改善

いますが、私は気になったらすぐに病院に行くことができ
ます。○○は病気が少ないのでお守り代わりにしていますが、
アニコムさんにはたくさんお世話になっているので、これ

お客様の声
保険金の請求方法がわかりにくい。

からもお願いします。

改善事例
保険金の請求方法のご案内書面を、以下のとおり改善し
ました。

アニコムさんのおかげで後悔することなく治療を受けさ
せることができました。ありがとうございました。新しい
子を迎えた時は、アニコムさんにまたお世話なりたいと思

①保険金請求書の記入例をイラスト付きで追加。
②手続き漏れ防止のため、書類投函時前のチェックリス
トを追加。
③スマートフォンアプリ「LINE」を利用した保険金請求
方法の案内を追加。

います。
もっと長くお世話になりたかったのですが、アニコムさ
んに入っていて本当に良かったです。大変お世話になりま
した。これからもたくさんの家族を幸せにしてあげて下さい。

（2018年9月）

アニコムのおかげで治療費が半分ほどで済み、お花まで
いただきとても手厚かったので、その後もずっとお世話に
なっています。
アニコムの保険のおかげで7歳を迎えることができました。
いつも感謝しています。
長い間ありがとうございました。最後は月2回くらい通院
していましたが、保険のおかげで治療できました。
亡くなってしまった3頭の病気の時は高額な治療費がか
かったので、非常に助かりました。終身継続して補償して
頂ける保険があるというのは非常に助かります。

13年11ヵ月お世話になりありがとうございました。今ま
で色々なケガ・病気をしましたが、アニコムさんに加入し

（6）2018年度に寄せられたお客様からの感謝
の声
内容

1
2
3
4
5

合計

保険があってよかった

1,312

ていたため、安心して病院に連れて行くことができました。
長い間お世話様になりありがとうございました。ここま
での治療が出来ましたのも、アニコム様のおかげと思って
います。13年間支えて頂き、感謝しています。

接客対応がよかった

254

死亡解約時に届いたお花が嬉しかった

378

どうぶつに宛にバースデーカードが届いて嬉しかった

150

亡くなってすぐに契約解除の電話を入れたのですが、オ

その他

408

ペレーターの方の対応がとても穏やかでした。お悔やみの

2,502

言葉を言っていただき、心が落ち着きました。ありがとう

合計

【接客対応がよかった】

ございました。
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アニコムの○○さんから手紙が届き、ものすごく励まさ

告いたしました。小さい頃に血尿が出ていて、当時アニコ

れました。いつもオペレーターの方には気遣ってもらえて

ム様のおかげで安心して病院にかかることができました。

嬉しいです。

解約後にお心のこもった贈り物をいただけるなど、本当に
思いも寄らなかったことでしたので、感謝の気持ちをお伝

○○が突然亡くなり、辛く悲しく心が落ち着かないまま、

えしたく、筆を執りました。今後も、たくさんの小さな家

死亡失効の手続きをしました。ご丁寧にお返事をいただき、

族たちのために、愛のあるお仕事をしていただけると信じ

皆さんの優しさがとても有り難かったです。

ております。

前の子を亡くした時もとても丁寧に対応していただき、

以前、保険金請求の問い合わせで連絡したとき、大変詳
しく説明してもらえてとても良かったです。
電話を3回させていただきましたが、つたない説明にもか
かわらず、どの方も素晴らしい対応でした。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】
昨日プリザードフラワーが届きました。毎日涙涙でしたが、

【どうぶつ宛にバースデーカードが届いて嬉しかった】
毎年いただいているバースデーカード、大切に飾ってい
ます。本当にありがとうございました。

15年間本当にお世話になりました。一番嬉しかったのは
バースデーカードでした。亡くなったのが15歳の誕生日当

経営について

今回も契約しようと思いました。

日で、アニコムからのバースデーカードはいつも少し早め
に届くので○○に見せてお祝いもでき、本当に励まされま
した。保険の利用も多かったですが、助かりました。
長い間お世話になり、ありがとうございました。大きな
病気もせずに、ここまでこられたのはアニコムさんのおか

報われたような気がして心が軽くなりました。本当にあり

げです。バースデーカードも可愛らしいものをいただいて

がとうございました。

長生きしようねと話していました。まだ気持ちの整理はつ
かないですが、また機会があればアニコムさんにお願いし

先日、愛犬のためのお花が届きました。悲しみに暮れて

たいと思っています。

いた中での思いがけない贈り物に、心があたたかくなりま
した。
お花と一緒に「こころはいつもそばに」と書いてありま
した。この言葉がとても胸にしみ、久々に号泣してしまい
ました。仏壇に供えています。
白いバラのプリザードフラワーが届いた時は、○○のこ
とを思って下さる方々がいらっしゃる、と嬉しくなり、感
激しました。家族みんなで本当に保険に入ってよかったと
話しました。今も○○の仏前に飾っています。
「こころはい
つもそばに」本当にそのとおりです。大事な子供を亡くし、
身体の一部分を失ったような気持ちですが、優しいお心に
ふれ、涙があふれました。本当にありがとうございました。
解約後、丁寧なメールをいただき、お悔やみの言葉をい
ただいたことに、愛犬と別れたばかりの私は、本当に嬉し
く涙が止まりませんでした。しかも本日、アニコム様から
丁寧なお手紙とともにとても可愛らしくきれいなプリザー
ブドフラワーが届きました。やっと初七日を過ぎたところで、
○○の仏前に供え、お世話になったアニコム様からだと報

【その他】

LINEで請求できるのはとても楽で、病院に気軽に行くこ
とができます。
同性のパートナーも「配偶者」に含まれるようになる改
定は大変嬉しいです。

withlistの動画を見ていて涙が出て来ました。素敵な動画
ですね。
窓口精算ができること、腸内フローラの測定で予防医療
へ力を入れていることがとても魅力的です。
保険証をもらい、わが子に身分証明書が出来たみたいで
とても嬉しいです。
どうぶつ健活について、非常にいいサービスだと思います。
ぜひ利用したいです。
※寄せられたお客様からの感謝の声は、原文のまま紹介し
ています。
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Ⅰ経営について

11

「お客様の声」への対応

（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。

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。
そんぽADRセンターの

一般社団法人日本損害保険協会

同協会では、損害保険に関する一般的な相談のほか、損

連絡先は以下のとおりです。

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
（損害保険相談・紛争解決サ
して、「そんぽADRセンター」
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

ナビダイヤル（全国共通・通話料有料） 0570-022808

IP電話から 03-4332-5241
（受付時間：平日9：15〜17：00）

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

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。
（www.sonpo.or.jp）

に導きます。

■ 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》

そんぽADRセンター

《保険会社》

苦情のお申し出

解決を依頼

手続応諾義務

苦情解決手続の開始

電話等により申し出ます。
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。

お客様と保険会社とで話し合い
内容を確認

対応報告
解決
（手続終了）

紛争解決手続のご案内
紛争解決手続
申立書の提出

申立書の受付

必要な関係書類も併せて
提出します。

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。

紛争解決手続の開始

紛争解決委員の選任
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。

反論書の提出
意見聴取に出席
和解案受諾書の提出

資料の提出依頼
意見聴取の実施

和解案（特別調停案）の作成・提示

提示された和解案を
受諾する場合に提出します。
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答弁書等の提出
意見聴取に出席

（必要に応じて）

和解成立（解決）

手続応諾義務

不調ほか（終了）

和解案の尊重

