


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 2021」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

（2021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 6,550百万円

従 業 員 数 472名（2021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

2018年10月 30億円増資し、資本金65億5,000万円に（資本準備金36億6,400万円）
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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、2021年3月末時点の保有契約は92万1,873件、対応動物病院様は6,541病院となりました。また、2020年度

の保険金のお支払件数は約375万件となり、「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。

　2020年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、コロナに感染してしまった方のペットをお預かりする『#stay 

anicom プロジェクト』にアニコムグループ全体で取り組むなどペット保険にとどまることなく、どうぶつたちのた

めに、アニコムがすべきことを考え、進み続けてまいりました。

　また、予防型保険の実現に向けた取組みの一環として、『どうぶつがどこよりも過ごしやすい場所』をコンセプト

にした、ペット共生住宅「アニコフローラ東中野」を竣工いたしました。

　さらに、アニコムグループ全体では、AI（人工知能）技術を用いることで、ペットの顔写真から一定期間内に眼や耳、

皮膚の疾患にかかるか否かの予測ができる特許の取得や、防げる遺伝病を撲滅するための取組みにも注力いたしまし

た。

　今後もどうぶつに関する事業をグループ全体で幅広く展開し、どうぶつと飼い主が、安心して健康に笑顔で幸せに

暮らせる社会作りを支える企業であり続けるべく、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。

2021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

■「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、以下の取組みを推進しています。

■遺伝病撲滅
　アニコムグループでは、2017年からペットの遺伝病撲滅に取り
組んでいます。主にブリーダー様や取引先のペットショップ様に向
けて、遺伝子検査の提供と、その結果に基づく適切なブリーディン
グの提案を行っていますが、特定の遺伝病（※）においては、発症
数が確実に減少しています。
　今後も、ひとつでも多くの遺伝病が無くなるよう取り組んでまい
ります。

※  ウェルシュ・コーギー・ペンブロークやジャーマン・シェパード・
ドッグ等に多い「変性性脊髄症（DM）」、トイ・プードル等に多
い「進行性網膜萎縮症（PRA）」

■『家庭どうぶつ白書 2020』発行
　アニコムグループでは2010年から、当社のペット保険「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。
　2020年12月17日に発行した『家庭どうぶつ白書2020』は、誕
生月ごとのなりやすい病気・なりにくい病気、犬種別に見たなりや
すい病気などを掲載しています。
　表紙には、SNSを通じて公募した犬猫を採用するなど、一般の
方にも、病気やケガ、その予防に関する情報に興味を持っていただ
けるよう努めています。引き続き、皆さまのお役に立つ情報を提供
してまいります。

■STOP熱中症プロジェクト
　当社は、「なくせる病気」のひとつである熱中症の予防啓発活動を
2013年度から継続しています。
　株式会社ライフビジネスウェザーにご協力いただき、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」をアニコム公式インスタグラムなどのSNS上で、毎週金曜
日に配信しています。お留守番時の室温設定やお出かけの予定を考える
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り「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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状

トピックス
現状

■明治安田生命が取り扱い開始

　2020年10月から、明治安田生命が当社の募集代理店となり、「えがおのペット」
という商品名でアニコム損保のペット保険の取り扱いを開始しました。これによ
り、当社では明治安田生命の販売チャネルを通じて、より多くの飼い主様にペッ
ト保険を提供することが可能になりました。また、明治安田生命は、商品ラインアッ
プにペット保険を追加することで、お客様の幅広いニーズへの対応や、ペットを
きっかけとした関係作りが期待できます。

■ペット共生住宅「アニコフローラ東中野」竣工

　「どうぶつがどこよりも過ごしやすい場所」をコンセプトにした「アニコフローラ東中野」が2021年3月28日に竣工しました。
こだわりの住居設備のほか、植栽のプロが監修した共有スペース、プロ仕様の本格的なトリミングスペースなど当社だからこ
そ提案できるどうぶつと人のための設備とサービスを採用しています。今後も「住むことで、飼い主はもちろんペットも心身
ともに健康になる」住まい作りを目指してまいります。

■営業拠点の拡充

　2020年9月に高松営業所、12月には、青森営業所、高崎営業所、金沢営業所を開設しました。
　これにより、支店を含む営業拠点は全国11拠点となりました。
　今後も各地方の営業基盤を強固にするとともに、より地域に密着したきめ細やかな営業活動を行い、お客様へのサービス向
上に努めてまいります。

明治安田生命マスコットキャラクター
「ライト！くん」と「ランプーちゃん」
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現状
トピックス

■「ペットの顔写真から病気を予測する」システムの特許を取得

　アニコム ホールディングス株式会社は、学習済みモデルを用いてペットの顔写真から病気を予測する疾患予測システムとそ
の疾患予測方法について、世界初となる特許を取得しました（特許第6734457号）。本特許の発明は、AI（人工知能）技術を
用いることで、ペットの顔写真のみから一定期間内に眼や耳、皮膚疾患といった病気にかかるか否かの予測ができるというも
のです。
　今後、こうした技術を活用することで、品種や年齢といった大枠での情報だけでなく、より細分化された、それぞれの個体
に応じた病気のリスクも予測できることから、本特許を活用し、新サービスの提供など従来以上にOne to Oneの『予防』の
実現を目指してまいります。

06 Anicom Insurance, Inc. 2021
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■＃stayanicom プロジェクト

　2020年4月10日から、新型コロナウイルスに感染された方のペットを無償でお預かりす
る「＃stayanicom プロジェクト」を実施し、犬58頭・猫34頭・うさぎ2頭・ハリネズミ
1頭の計95頭をお預かりしてまいりました（2021年4月末時点）。
　このプロジェクトが新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に貢献したとして、環境省
（小泉進次郎環境大臣）から感謝状を授与されました。ご契約者の皆さまをはじめとする
多くの方々のご支援が、表彰につながったと考えています。
　今後も、人とどうぶつの暮らしを支えるサービスを提供できるよう努めてまいります。

■新型コロナウイルス感染症への対応

　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、以下の対応を行っています。

〈ご契約者〉
〇保険適用対象の拡大
　外出を控える方が多い中、必要な獣医療が提供できる環境となるよう「ペットを伴わない通院」も補償の対象とする特例措
置を実施しています。
　　期間　2020年2月25日から

〇継続のお手続き、保険料のお支払いの猶予
　通常のご契約手続きが困難となるご契約者を対象に、お手続きに一定期間の猶予を設ける特別措置を実施しています。
　　期間　2020年3月13日から2021年6月30日まで
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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。

■猫の譲渡会の開催

　飼い主のいないどうぶつに新しい家族との出会いの場を提供するべく、動物愛護団体等が主催する譲渡会に会場提供などの
協力をしています。2020年度は中部支店でのオンライン譲渡会を含め、5回の譲渡会開催に協力しました。今後も、提携先と
連携し、1頭でも多くのどうぶつに幸せなご縁がつながるよう活動を継続してまいります。

■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 of Animal Welfare）」を立ち上げ、
動物愛護や動物福祉に資する活動を行っています。
　2020年度は、動物愛護週間にあわせ、9月24日に埼玉県と共同でJR浦和駅において「保護犬・保護猫を家族に迎える選択肢
を考えよう」をテーマに、ノベルティを配布しました。あわせて自社メディア「anicom you」に、どうぶつの適正飼養に関
する記事を掲載するなど、啓発活動を行っています。
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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。
2020年の認定試験には、65頭がチャレンジし28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、39

頭が参加し、服従や捜索の技能を競いました。
　2021年3月末時点で、出動が可能な認定犬は153頭です。

■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、野生動物の保護や自然環境の保護
に資する取組みを行っています。

　2020年度は、日本では生息していない野生動物をペットにしたいわゆる「エキゾチックアニマル」といわれる動物の密輸問
題について、WWFジャパンの浅川陽子氏を講師に招き社内セミナーを開催しました。

　また、「人」「動物」「生態系」の健康をひとつと捉え、それぞれがバランスよく健全であるべきとする「ワンヘルス（OneHealth）」
の早期実現に向けWWFジャパンが示した「共同宣言」に賛同しています。

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

■事故・災害・犯罪の防止・軽減への取組み

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/reduction/index.html

■環境問題への取組み

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/eco/index.html
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現状
代表的な経営指標

区　分 2018年度 2019年度 2020年度

正味収入保険料 34,535百万円 39,105百万円 43,486百万円

正味損害率 56.3％ 55.2％ 55.9％

正味事業費率 33.3％ 35.7％ 36.4％

コンバインド・レシオ 89.6％ 90.9％ 92.3％

保険引受利益 2,040百万円 1,598百万円 1,671百万円

経常利益 2,268百万円 1,842百万円 1,948百万円

当期純利益 1,597百万円 1,251百万円 1,085百万円

単体ソルベンシー・マージン比率 379.8％ 357.0％ 355.5％

総資産額 36,287百万円 39,072百万円 42,719百万円

純資産額 16,170百万円 17,042百万円 18,728百万円

その他有価証券評価差額 △150百万円 △530百万円 69百万円

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）

正味収入保険料の推移
（単位：百万円）

2018年度

34,535

2019年度

39,105

2020年度

43,486

■正味収入保険料
　ご契約者から受領した保険料に、保険金支払い負担の平
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

保有契約件数の推移
（単位：件）

2018年度末

753,332

2019年度末

816,254

2020年度末

921,873

■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、2021年3月末で前年比
10.5万件プラスの92.1万件となりました。434億86百万円（111.2％）
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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）

55.9％

92.3％

36.4％

16億71百万円（104.6％）

正味損害率
（単位：％）

2018年度

56.3

2019年度 2020年度

55.2 55.9

コンバインド・レシオ
（単位：％）

2018年度

89.6

2019年度

90.9

2020年度

92.3

正味事業費率
（単位：％）

2018年度

33.3

2019年度 2020年度

35.7 36.4

保険引受利益
（単位：百万円）

2018年度

2,040

2019年度

1,598

2020年度

1,671

■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）

355.5％ 427億19百万円

19億48百万円（105.7％） 10億85百万円（86.7％）

単体ソルベンシー・マージン比率
（単位：％）

2018年度

379.8

2019年度

357.0

2020年度

355.5

総資産額
（単位：百万円）

2018年度

36,287

2019年度

39,072

2020年度

42,719

経常利益
（単位：百万円）

2018年度

2,268

2019年度

1,842

2020年度

1,948

当期純利益
（単位：百万円）

2018年度

1,597

2019年度

1,251

2020年度

1,085

■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

187億28百万円 69百万円
純資産額

（単位：百万円）

2018年度

16,170

2019年度

17,042

2020年度

18,728

その他有価証券評価差額
（単位：百万円）

2018年度

△150

2019年度

△530

2020年度

69

■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
　ペット保険を扱う会社は計15社あり、普及率は、12.2％と順調に伸長しています。一方、ペット保険の歴史が長い
英国での普及率は、25％を超えるとされており、日本においても、英国並みの普及率を目指すことができると考えら
れることから、今後も成長性が見込まれます。
　当社は、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、ペット保険シェアNo.1を維持し続けています。

※株式会社富士経済「2021年 ペット関連市場マーケティング総覧」調査 ＜保有契約件数ベース＞

市場規模（百万円） 普及率（％）

2017年2016年

49,300
58,100

2018年

66,750

2019年

75,000

2020年

87,000

6.9

9.1
10.3

12.2

8.0

当社
40.5％

A社

B社

C社

D社
その他

ペット保険市場規模の推移（※） 2020年マーケットシェア（※）
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