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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 （2021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。

社名
（英文社名）
設立年月日

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

電話番号
資本金
事業内容

住友不動産新宿グランドタワー39階

03-5348-3911
8,202百万円

経営について

本社所在地

アニコム ホールディングス株式会社
（Anicom Holdings, Inc.）

子会社の経営管理

■アニコムグループの概要 （2021年7月1日現在）

※アニコム損保の概要は2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
保険代理店業及び有料職業紹介事業

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
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
動物医療分野における臨床・研究事業

株式会社シムネット
社名
（英文社名） （SIMNET Co.,Ltd）
設立年月日
2001年3月2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
ペットに関するネットサービスの企画・開発・
運営
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2020年度の事業概況

（1）事業の経過及び成果等
当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止対策やワクチン接種の開始などもあり、段
階的に経済活動が再開されてきていますが、足元では感染
力の強い変異株の影響もあり、感染者が再び増加するなど、
収束時期が見通せない先行きが不透明な状況が続いています。
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、商品開発の強化や
販売チャネルの営業活動強化などに注力したことに加え、
堅調なペット飼育需要により、保有契約数は921,873件（前
期末から105,619件の増加・同12.9 ％増）と順調に増加し
ています。また、E/I損害率（※1）については、新型コロナ
ウイルスの影響による在宅時間の増加等を要因として、通
院数が増加したことなどから、58.4％と前年同期比で0.6pt
上昇いたしました。既経過保険料ベース事業費率（※2）は、

37.7 ％と前年同期比で0.6pt上昇いたしました。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1.2pt上昇し96.1％となりました。
また、当社グループは当事業年度より、基礎固めから第
二期創業期としてのフェーズへ移行する期がスタートして
おり、あらゆるデータから病気・ケガを分析し、「健康度」
を見る予防型保険会社グループへ成長するため、新規事業
の重点施策に対する取組みを加速させています。遺伝子検
査事業については、避けられる遺伝病を繁殖前後の遺伝子
検査によって回避し、その後は遺伝子解析といった科学・
技術・データに医療サポートを加えたブリーディング支援
に繋げていきます。加えて、「どうぶつ健活」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、
生活習慣コンサルティング等の事業化を進めています。さ
らに、どうぶつ医療における高度先進医療（細胞治療・再
生医療）を実用化し、拡大を図るとともに、カルテ管理シ
ステム事業の拡大（予約システム等の機能の充実）等とあ
わせ、データのさらなる活用による予防法の開発、ペット
関連事業の海外展開を目指しています。
以上の結果、当社の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43,486百万円（前事業年度比11.2 ％増）、
資産運用収益492百万円（同1.3％減）などを合計した経常
収益は43,990百万円（同11.0％増）となりました。一方、
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【保険引受の概況】
正味収入保険料は43,486百万円、正味支払保険金は23,226
百万円、損害調査費は1,098百万円となり、正味損害率（※3）
は55.9％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11,177百万円、諸手数料及び集金費は4,663
百万円となり、正味事業費率（※4）は36.4％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211百万円、責任準備金繰入額1,437百万円を
加算した保険引受費用は30,637百万円となり、保険引受収
益43,486百万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1,671百万円
となりました。
（※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
日本国内では、足元の総飼育頭数は逓減、新規飼育頭数
は増加しています。2020年度は新型コロナウイルス感染症
による外出自粛や特別給付金支給等の影響により、生体販
売数が好調に推移しましたが、改正動物愛護法の影響により、
犬・猫の供給頭数の減少が懸念されます。
一方で、国内のペット産業全体の市場規模は、拡大し続
けており、2020年度は約1兆6千億円を超え、ペット保険の
普及率は約12％の水準まで伸長しています。これは近年、
ペットは「家族の一員」であるという意識が高まっている
ことに加え、コロナ禍において在宅時間が伸び、ペットへ
の愛情がこれまで以上に高まってきたことが背景として考
えられます。当社グループでは、こうした社会情勢の変化
や顧客のニーズを逃すことなく的確に捉え、新たな社会的
価値を創出し続けていくことで、持続的な成長を目指して
いきます。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改正動物愛護法施行に向けたブリーディングサポート態

保険引受費用30,637百万円（同12.6 ％増）、営業費及び一

勢の強化

般管理費11,239百万円（同8.6 ％増）等を合計した経常費

2021年6月施行の改正動物愛護法により、従事者1人あた

用は42,041百万円（同11.3％増）となりました。この結果、

りの飼養頭数や生涯出産回数・飼養設備等の面で新たな規

経常利益は1,948百万円（同5.7％増）となり、これに、特

制がなされ、ブリーディング事業者に対する規制強化の潮

別損益、法人税及び住民税等を加減した当期純利益は、第2

流にあります。この規制強化に対応できないブリーディン

四半期に特別損失に計上したソフトウェアの減損損失278

グ事業者の廃業や規模の縮小等により、犬・猫の供給頭数

百万円などの影響により、1,085百万円（同13.3 ％減）と

や飼育頭数の減少に繋がることが懸念されます。当社グルー

なりました。

プは、ペット産業の維持・発展の根幹である安定的な生体
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供給を確保するために、ブリーディングサポート態勢のさ

プチャネルに加え、2020年9月に明治安田生命保険相互会

らなる強化を実施していきます。遺伝子検査による遺伝病

社の代理店化を行い、一般チャネル営業をさらに強化しま

予防や最適交配生体の判定、生体管理・交配記録等の繁殖

した。また、2020年1月にグループインした株式会社シム

サポート、マッチングサイトによる販売支援等、ブリーディ

ネットが運営する「みんなのブリーダー」及び「みんなの

ング業界全体を総合的にサポートできるよう、引き続きグ

子猫ブリーダー」に登録しているブリーダーへの営業を強

ループ各社と連携して取り組んでいきます。

化し、マッチングサイトを経由した販売にも注力しました。
ブリーダーチャネルにおいては、さらなる成長が見込まれ

②予防に向けた取組み強化

2018年12月から当社は、当社グループ独自のサービスで
つの腸内フローラ測定の結果から、病気のなりやすさを判

た施策を行っていきます。また、改正動物愛護法に伴う繁
殖引退どうぶつの譲渡を見据え、譲渡チャネルの強化も進

定し、その結果に応じて、無料で健康診断が受けられるサー

めていきます。

ビスです。また、AI（人工知能）を用いたどうぶつの顔写

④その他課題

真から将来の疾病を予測する仕組みや、腸内フローラと事

代理店における業務品質のさらなる向上、業務の適切性

故率・死亡率の関係性の分析等、他社との差別化を行うと

と効率性の継続的な改善（契約者個人専用Webサイト（マ

ともに、当社グループの取組みや、保険商品の独自性・優

イページ）等の活用）、既存契約の継続率の維持・向上（ど

位性をお客様に訴求することで、保険事業のさらなる拡大

うぶつの健康・しつけ相談サービス等の拡充）、モラルリス

を目指します。

クの排除等について引き続き取り組み、顧客保護のさらな
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ある「どうぶつ健活」を開始しています。これは、どうぶ

るため、引き続き新規代理店の増進と付保率の向上に向け

る拡充とペット保険の健全な発展に努めてまいります。

③チャネル別取組み強化
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

●決算の仕組み（2020年度）

（単位：百万円）

保険引受収益

43,486

資産運用収益

492

正味収入保険料

43,486

利息及び配当金収入

257

有価証券売却益

233

その他経常収益

11

保険引受費用

30,637

正味支払保険金

23,226

損害調査費

1,098

諸手数料及び集金費

4,663

支払備金繰入額
責任準備金繰入額

211
1,437

保険引受に係る
営業費及び一般管理費 11,177

保険引受利益

1,671

資産運用費用

40

営業費及び一般管理費
11,239
（うち保険引受に係る
営業費及び一般管理費） 11,177
その他経常費用

124

経常収益

43,990

経常費用

42,041

経常利益

1,948

特別利益

0

特別損失

365

法人税及び住民税

600

法人税等調整額

△101

当期純利益

1,085
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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6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

ルディングス株式会社及び当社の取締役、監査役の候補者

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

の選任・解任並びにアニコム ホールディングス株式会社及

「財務委員会」を設け、各委員会は経営会議に報告を行い、

び当社の取締役の業績評価とともに、報酬を審議しています。
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

会計監査人

連携
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

内部監査室

業務執行
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「グループ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。

グループ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・講習等の窓口は人事
管理部とし、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、取締役会等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対応する従業員の安全を確保する。
②積極的に警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関に相談するとともに、暴力追放運
動推進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警察に通報する。
③あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、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当社の取締役の業績評価
④当社の取締役・執行役員の報酬体系
⑤当社の取締役の報酬水準
⑥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程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

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。

経営について

■基本方針

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
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、各部門に責任者で
四半期毎にテー
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、
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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6

リスク管理

（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。

の向上に努めています。また、資本配賦に基づき資産運用
リスクの上限管理を実施しております。

（2）リスク管理体制
当社では、次ページのリスク管理体制図のとおり、主要

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

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

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

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。

スク管理基本方針を定め、リスク管理に係る組織・体制、

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

管理プロセス、報告ルールなど、リスク管理の全体的・共

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

通的な事項を明確化しています。

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

①ERMの推進
取締役会は、リスク管理基本方針の中でERM（Enterprise

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
で定めています。

委員会」にて報告・協議を行い、取締役会に報告する態勢
としています。

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

（3）新ソルベンシー制度に向けた取組み
現在、金融庁を中心として新ソルベンシー制度の導入が

保険会社の直面するリスクに関して、アニコム ホール

検討されています。「ペット保険」は、比較的新しい保険の

ディングス株式会社と連携して、リスク・プロファイル等

ため、現行の法定ソルベンシー・マージン比率の計算にお

を作成することにより、潜在的に重要なリスクを含めて総

ける保険引受リスクのリスク係数において「ペット保険」

体的に把握・管理し、ストレス・テストを定期的に実施し

の区分が存在せず、「その他」の区分を適用しているため、

ています。また、内部モデルによるソルベンシー評価を行

ソルベンシー・マージン比率が低めに算出されていると考

うとともに、アニコム ホールディングス株式会社において

えています。そのため、新ソルベンシー制度の導入に向け

配賦したアニコム損保のリスク資本に基づき、リスク・カ

た「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者

テゴリー等の単位ごとに資本配賦を行うことにより、事業

会議」において、「ペット保険」の区分追加の必要性につい

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

て説明を行っています。

管理を実施しています。
また、リスクとソルベンシーの自己評価（ORSA：Own

Risk and Solvency Assessment）に関して、アニコム ホー
ルディングス株式会社と連携して推進しており、内部モデ
ルの高度化をその一環として進めています。
②個別リスク管理
リスク管理部は、アニコム ホールディングス株式会社の
リスク管理部と連携して、リスク・プロファイルの推進な

（4）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、
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、
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グループ危機管理方針を
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。

どを進めるとともに、別表に記載している個別リスクにつ
いて、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。
保険引受リスクの管理
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
に管理するため、定期的に損害率等のモニタリングを行い、
取締役会等に報告を行っています。

（5）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

資産運用リスクの管理

第4号八）については、リスク管理の実施、保険計理人によ

資産負債管理（ALM：Asset Liability Management）

る確認等の該当はありません。

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
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【リスク管理体制】
監査役会

取締役会
報告

指示

監査役監査

監査役

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

・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

人事部

経営企画部

総務部

人的リスク

風評リスク

災害・事故・犯罪リスク

募集コンプライアンスリスク

法務リスク

システムリスク

コンプライアンス推進部

ＩＴ企画部

流動性リスク

事務リスク

経理部

リスク管理部

保険金支払リスク

資産運用リスク

給付管理部

保険引受リスク

財務部

商品サービス部
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連携

報告

内部監査室

モニタリング
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経営企画部

自己資本管理等

内部監査

リスク管理部
個別リスク統括

【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。

保険引受リスク
経済情勢や保険事故の発生率等が保険料設定時の予測に反して変動することにより、当社が損失を被るリスクを
いいます。

保険金支払リスク

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
て適正に保険金のお支払いができないリスクをいいます。

事務リスク
役職員等が正確な事務を怠る、又は事故を起こすことにより、損失を被るリスクをいいます。

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
余儀なくされるリスクをいいます。

システムリスク
コンピュータシステムのダウン又は誤作動等のシステム不備等に伴い、お客様が損失を被るリスク及び、コン
ピュータが不正に使用されることによりお客様が損失を被るリスクをいいます。

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、法的紛争の発生により損失を被るリスクをいいます。

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。

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、損失を被るリスクをいいます。

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、誤認、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。

災害・事故・犯罪リスク
地震・風水害・異常気象・伝染病等の災害、大規模停電等の事故、脅迫・反社会的勢力の介入・データ盗難・役
職員の誘拐等の犯罪により損害を被り、業務の継続的遂行が困難となるようなリスクをいいます。
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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

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。
）

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
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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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

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。

りません。
＜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に「利益相反
管理基本方針」を定めています。
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）

経営について

1. 管理対象会社

2. 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、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）前4号に掲げるもののほか、管理対象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

3. 管理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. 管理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（次に掲げる方法は具体例に過ぎず、
必ずしも以下の措置が取られるとは限らない）
。なお、
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
（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. 管理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

保険料の払込み

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、保険契約の締結の代理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

支店A
保険キーパーソン

支店B

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

保険キーパーソン

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

（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。2021年3月末時点での代理店数は1,334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11,222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

※取組みの定着度合いを評価する指標及び数値
①全苦情件数
②保有契約件数に対する苦情発生率

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。

全苦情件数
保有契約件数に対する苦情発生率

（単位：件）

【主な取組み】
「
『お客様の声』への取組み方針」を定め、お客様の声
（1）

10,375

9,521

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、

1.27％

1.26％

「お客様の苦情」は、経営層への報告と全社的な情報共

9,601

1.04％

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

2018年度

2019年度

2020年度

る専用窓口として、「お客様相談センター」を設けて
います。

2. お客様にふさわしい商品・サービスの提供

ホ ー ム ペ ー ジ に お 客 様 か ら の「 よ く あ る ご 質 問

当社は、お客様の状況やご意向を踏まえ、お客様本位の

」を掲載するとともに、直接お問い合わせい
（FAQ）

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

ただけるフォームを設置し、ご照会にお答えしてい
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。
＜2020年度の取組み状況＞
①保険料振替口座の登録・変更手続きをより簡便にする
ため、書類のみではなく、マイページからも登録・変
更できるようにしました。
②マイページのログインパスワード再発行手続きにおい
て、これまでPCメールアドレスが必要でしたが、携帯
キャリアのメールアドレスでも再発行の手続きを行え
るようにしました。
（
「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）

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、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。
＜2020年度の取組み状況＞
代理店であるペットショップおよびブリーダーでの保険
募集時に、お客様へ保険商品の内容や保険料等の重要な情
報を漏れなく案内するため、パンフレットのチェックシー
トの掲載箇所等について改訂を行いました。
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※取組みの定着度合いを評価する指標及び数値

※取組みの定着度合いを評価する指標及び数値

①ペットショップおよびブリーダーにおける新規計上件

①オンライン加入の新規計上件数に対し、苦情分類「そ

数に対し、苦情分類「契約内容・条件などの説明不足・

の他」に該当する苦情のうち、小分類が「オンライン

誤り」に該当し、かつ小分類が「説明不足・誤り」で

加入（全般）
」である苦情発生率

ある苦情発生率

1.03％

0.64％

0.58％

2019年度

2020年度

2020年度

経営について

2019年度

0.92％

0.51％
2018年度

2018年度

0.92％

4. 迅速かつ適切な保険金のお支払い
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

当社は、保険金支払いの迅速性および適切性を確保し、
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。
【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

ために、
「重要事項説明書」による説明を行っています。

支払うだけで済む病院（アニコム損保対応病院）の拡

また、パンフレット等において年齢別、犬種別等の保

大に取り組み、使いやすい保険を目指しています。また、

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。
＜2020年度の取組み状況＞
ホームページにおけるペット保険商品のご案内ページに、
各商品の基本保険料表を掲載し、保険料をよりご確認いた
だきやすくなるようレイアウト変更を行いました。

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。
（2）保険金の支払状況や、保険金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。
＜2020年度の取組み状況＞
当社における手術の定義をよりわかりやすくするため、
」において、手術該当・非該当と
「よくあるご質問（FAQ）
なる具体的な処置例を記載するとともに、一部文言を変更
しました。
「お客様の声」に基づ
（「11 『お客様の声』への対応（5）
き改善した取組み事例」をご確認ください）
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※取組みの定着度合いを評価する指標及び数値
①対応動物病院数（年度末時点）

半期毎にアームズレングスルール（グループ会社等との
（単位：院）

6,466

6,417

＜2020年度の取組み状況＞

6,541

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）に違反している取引が
ないか点検を実施いたしました。
＜取組みの定着度合いを評価する指標及び数値＞
設定なし

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、
2018年度

2019年度

2020年度

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。

②当社にて直接保険金の請求を受付けした件数のうち、

LINEアプリにて保険金の請求を受付けた割合

【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

43.80％
31.97％

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。

17.35％

2018年度

への意識を醸成しています。また、お客様本位の業務

2019年度

2020年度

（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。

5. 利益相反の適切な管理
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。
【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
反管理統括部門およ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また
は取引条件も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。
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＜2020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＞
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

2020年度：合計32回

Ⅰ経営について

11

「お客様の声」への対応

（1）「お客様の声」への取組み方針

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

■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
■「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。

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？
どちらとも言えない
3.6％

無回答
4.0％

いいえ 0.5％

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

経営について

するとともに、ご不満の解消と速やかな改善に努めます。

方を対象としており、2020年度は、70,603名の方からご回

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・

はい 91.9％

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、これまでいただいた「お客
様の声」と当社からの回答を公開しています。

（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。

（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、カスタマーリレーション部において一
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

■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。

カスタマーリレーション部では、各部と連携し、寄せら
れた苦情等について内容や原因等を分析し、経営会議を通
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
発防止措置の実施状況についても、四半期ごとに経営会議
へ報告し、検証しています。
③お客様への情報開示体制

■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
トショップおよびブリーダー（動物取扱業者）で犬、猫等

ホームページ上で、四半期ごと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。

（4）「お客様の声（苦情のみ）
」の受付状況（2020年4月〜2021年3月）
「お客様の声」
区分

（単位：件）

件数

代表的な事例

20年
4月〜6月

20年
20年
21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

1,024

1,179

1,045

1,136

4,384

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

538

540

576

661

2,315

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

301

318

327

366

1,312

4

その他

いずれの区分にも該当しないもの

合計

381

382

422

405

1,590

2,244

2,419

2,370

2,568

9,601
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「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
■お客様の利便性・満足度の向上
事例1 「よくあるご質問（FAQ）
」の改訂

事例3

マイページのログインパスワード再発行手続
きにおける利便性向上

お客様の声
マイページのログインパスワード再発行手続きにおいて、
携帯キャリアのメールアドレスも使用できるようにするべ

お客様の声
手術の定義がわかりにくい。

き。
改善事例
これまで、マイページのログインパスワードを再発行す

改善事例
ホームページ上の「よくあるご質問（FAQ）」において、
手術に該当する具体的な処置例を追記し、一部文言を変更
しました。また、手術に該当しない処置内容もあわせて記

るためにはPCのメールアドレスが必要でしたが、携帯キャ
リアのメールアドレスでも再発行の手続きをできるように
しました。
（2021年1月）

載することで、弊社における手術の定義がよりわかりやす
くなるように改善しました。（2020年11月）

事例2

マイページにおける保険料振替口座の登録・
変更機能の追加

お客様の声
保険料振替口座の登録・変更手続きが面倒。
改善事例

（6）2020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

るようにしました。（2021年1月）

1,283

接客対応がよかった

229

死亡解約時に届いたお花が嬉しかった

443

どうぶつ宛にバースデーカードが届いて嬉しかった

144

その他

816
合計

これまで、保険料振替口座の登録・変更手続きは書類に
て承っておりましたが、マイページからも登録・変更でき

合計

保険があってよかった

2,915

保険があってよかった
◦11年間本当にお世話になりました。ちょっとしたことで
もすぐ動物病院に連れていくことができたのはアニコムさ
んのおかげです。
◦沢山の病気と闘いながらも16歳と半年も一緒に過ごせま
した。これもひとえに、アニコムさんに助けていただいた
おかげと、感謝しかございません。これまで本当にありが
とうございました。
◦若い頃は病院にそれ程縁は無かったのですが、老犬になっ
てからは色々思ってもなかった病気を発症してしまい通院
の増える中、アニコム様の保険に大変助けてもらいました。
きっと保険に入っていなければ行えなかった治療も沢山有
りますので本当に感謝しております。
◦アニコム様には何度も助けられ、16才まで生きました。
すごく弱い子で悩みましたが、支えていただいたおかげで、
最後まで〇〇も家族も通院・入院手術4〜5回がんばれまし
た。16年間どうもありがとうございました。
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◦しにあの保険に加入するのは3頭目です。入院時の自己負

◦愛犬が旅立ちましたことの連絡のときも、私にお気づか

担が少額で済んだのは、精神的な不安を軽くしてくれました。

いをいただき温かい対応に感謝します。皆様の細やかなお

高齢になると病気のリスクも高まるので、この度迎え入れ

心配り、とてもうれしかったです。

た子にも同じ補償をつけてあげたくて申し込みます。
◦今まで、ヘルニア・乳腺癌など病気と闘い治療を継続で
きましたのは、アニコムさんのお陰だと思います。 ペット
保険に加入していないと、これだけの治療を受けさせるこ
とはできなかったと思います。 最後の最後まで治療できま
いました。
◦たくさん保険を使用させてもらっていて、お陰で長い闘
病生活も続けられている。肺に癌が転移している為、長生
きできないと言われている子だが、まだ頑張ってくれていて、
それもアニコムのおかげ。ありがとう。
◦最後の最後までお世話になりました。家族の腕の中で眠
るように亡くなったのも保険に入っていたおかげだと思っ
ています。満足な治療を受けさせてあげられたのも保険の
おかげです。もし新しい子をお迎えしたら、またアニコム
さんにお世話になるつもりです。

◦悲しみの中でアニコム様よりお花が届き、とてもとても
びっくりしました。なんと、ここまで考えて下さっている
事をうれしく思いました。〇〇は病気で苦しかったと思い
ますが、保険のおかげで一生懸命病院へ通う事ができました。
本当にありがとうございました。
◦亡くなった後の献花をありがとう。十数年お世話になった。
これだけ長生きできたのもアニコムのお陰。これからお世
話になれるかわからないが、ずっとアニコムさんがあれば

経営について

したこと、本当に感謝いたします。 長い間ありがとうござ

死亡解約時に届いたお花が嬉しかった

いいなと思っている。本当にありがとう。
◦〇〇の時は本当にお世話になった。亡くなった後も丁寧
にお花を送ってくれてうれしかった。今もそばに置いている。
◦アニコム様にはペットショップで加入し、2ヵ月〜亡くな
るまでの間、契約している事で安心な心構えで〇〇と向き
合え、楽しく過せたと感謝しています。アニコム様より頂
いたケース入りのプリザーブドフラワーは、今も〇〇のそ

接客対応がよかった

ばに置いて、毎日、手を合わせています。ありがとうござ

◦先代を亡くした時も、一緒に泣いてくださったコールセ

いました。

ンターの女性の声が忘れられません。 いつも飼い主に寄り
添ってくださって、感謝しております。

◦〇〇が亡くなった後その報告を致しましたところ、思い
がけなくアニコムさんから可愛らしいプリザーブドフラ

◦解約手続きの電話をいたしました際のオペレーターの方

ワーのお悔みの品が送られてきて、アニコムさんという会

が話の途中で泣いてしまった私に寄りそったとても優しい

社の温かさや優しさにとても気持ちが慰められたものでし

案内をして下さり、充分にお礼を言えずの終話でしたので、

た。

感謝をお伝え頂ければ幸いです。
◦息子はコロナの影響で登校もできず、受験で大変だがハ
◦先日は、お電話にて優しい言葉をかけていただいてあり

ムスターを世話したいといい、自分だけで面倒を見ていた。

がとうございました。冬の朝、急に亡くなった〇〇ちゃん

ハムスターが亡くなり悲しかったが、お花が届いた。ここ

の名前が涙でなかなか言えず、一人で悲しみに耐えていた中、

までしていただけると思っていなかった。

あたたかい言葉に助けられました。嬉しかったです。
◦この度は、思いがけなくも愛犬のためにお悔みのカード
◦いつも電話の対応がとてもお優しく、またお気遣いのお

とプリザードフラワーをお送りくださいましてありがとう

言葉をかけていただき、感謝しております。今年もよろし

ございました。15年半の間、大変お世話になりました。日

くお願いいたします。

頃健康でおりましたのであまり利用する機会はなかったか
と思いますが、アニコム保険に入ったことで、いつも心強

◦連絡した際、電話で対応して下さった方がとても優しく

く安心していられたことはとても幸いでした。亡くなった

親身になっていただき、心が暖かくなりました。感謝します。

後もこのようなご配慮をいただきまして心より、感謝申し
上げます。
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11

「お客様の声」への対応

どうぶつに宛にバースデーカードが届いて嬉しかった

◦アニコムの迷子捜索のサービスを利用させてもらって、

◦毎年、11月のお誕生月には、可愛らしいバースデーカー

無事帰ってくることができて、本当に感謝している。

ドをお送り頂いた事、私たちにとって、これからの一年に
向けて大きな励みとなりました。ありがとうございました。

◦写真付きの保険証をいただけるのが人と同じように捉え
てもらえているようで、この保険を好きな理由の一つです。

◦毎年、誕生日にいただくはがきが嬉しくて、ずっと保管
しています。

◦コロナの特別措置のお陰で安心して通院できる。対策は
とても嬉しいです。

◦お誕生日の度にいただくハガキも大変うれしく、すべて
大切に保管しています。

◦コロナに感染した契約者へのお見舞金制度の取り組みに
涙が出ました。ペット保険なのに、このような温かい心遣い。

◦毎年貴社から届くバースデーカードがとても可愛く嬉し

素晴らしい保険会社さんだと思います。これからも、愛犬

く、お誕生日を迎えられる喜びをかみしめていました。有

のために末永くよろしくお願いいたします。

難うございました。
◦もし、私が感染し倒れたら、この子はどうなるのだろう
◦バースデーカードが届いた。今年はとってもかわいいデ

と思う不安の中、ステイアニコムの記事を読ませて頂き、

ザインでうれしかった。こんなご時世でこういったものは

とても明るい気持ちになれました。

やっぱりうれしい。
※寄せられたお客様からの感謝の声は、原文のまま紹介し
その他
◦どうぶつホットラインでアドバイスをもらって、病院に
行ったら病気が見つかった。心筋症と膵炎、腎臓も弱って
いたみたいで、〇〇先生に背中を押してもらったおかげで、
早期に発見できた。
◦獣医さんにこんな風に相談できるなんて、本当に安心し
ます。ありがとうございます。もう少し様子を見てストレ
スをできるだけ減らせるように頑張ります。
◦ホットラインに相談して膀胱炎を早期に発見することが
できた。ご相談申し上げていなかったら、数日様子をみて
ひどくなっていたかもしれない。本当にありがとうござい
ました。
◦こんなに詳しく説明頂きありがとうございます。病院で
聞いた説明よりわかりやすいです。以前も色々相談にのっ
ていただいていますが皆さん本当に詳しく教えてくださり、
ホットラインを使えるだけでもアニコムに入って良かった
なとすごく思いました。
◦腸内フローラすごく有難い。おかげで健康が保てているし、
フードを考えるきっかけになっている。とっても感謝して
いる。
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ています。

（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
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

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。
（https://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

経営について

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

※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

手続応諾義務

答弁書等の提出
意見聴取に出席

（必要に応じて）

和解案（特別調停案）の作成・提示

和解案の尊重

提示された和解案を
受諾する場合に提出します。

和解成立（解決）

不調ほか（終了）
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