アクサ損害保険の現状

はじめに
日頃より、皆さま方のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、当社の経営方針をはじめ、事業概況、財務状況等についてわかりやすくご説明するため、
ディスクロージャー誌 ｢アクサ損害保険の現状 ２００７｣を作成いたしました。
小誌が、当社をご理解いただくうえで、皆さまのお役にたてれば幸いに存じます。
今後ともなお一層のご支援、
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

アクサ損害保険株式会社
代表取締役社長

蘆設立

平成10年（1998年）6月

蘆資本金

172億21百万円

蘆総資産

318億22百万円

蘆本社所在地

東京都港区芝浦4-19-1 芝浦アークビル

※ 本誌は、｢保険業法（第１１１条）｣に基づいて作成したディスクロージャー資料です。
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AXA グループについて

お客さまが安心して人生を送れるようにお手伝いすること、
それが私たちのビジネスのビジョンであり、やり方でもあります。

Our Business
コアビジネス : フィナンシャル・プロテクション
フィナンシャル・プロテクションとはAXAの展開するビジ
ネスを表した言葉で、私たちは個人から中小企業、大企業
まで 、あらゆるお 客さまに対して 、生 命 保 険 、損 害 保 険 、
貯蓄、リタイアメント資金、そしてフィナンシャル・プラン
ニングに関するニーズに応えられるよう、お客さまの生涯
を通じて幅広い商品とサービスを提供しています。
私たちの仕事は地域の経済と社会の発展に寄与するもので
ある、
ということにプライドを持ち、全世界で共通のバリュー
とコミットメントを掲げ、それに則って責任あるビジネスを
展開していきます。

Our Ambition
アンビション
2012年を目標として、質の高い商品やサービス、優れた
パフォーマンスによって差別化を図り、業界で 選ばれる
企業 となることを目指しています。

Our Values
バリュー

Team Spirit チーム・スピリット
Integrity 誠実
Innovation 革新性
Pragmatism 現実的な考察力
Professionalism プロ意識

2

AXAは1817年にフランスで生まれ、世界47の国と地域のお客さまから
信頼をいただいている世界最大級の保険・金融グループです。

世界に 約

5,2 00

世界に 約

15

47

万人の従業員

の国と地域で事業展開

※ウインタートウル・グループを含む

総売上 約

万人の顧客

113, 000
兆

アンダーライング・
アーニングス 約

億円
（約790億ユーロ）

5,700

億円

（約40億ユーロ）

運用資産総額 約

純利益 約

7,300

億円

（約51億ユーロ）

196 3,000
AA
兆

億円
（約1兆3,150億ユーロ） ※ウインタートウル・グループを含む

S&P
保険財務力格付け

数値は2006年AXAグループ実績
※換算レート
総売上、アンダーライング・アーニングス、純利益：1ユーロ＝¥142.9（2006年平均）
運用資産総額：1ユーロ＝¥149.3（2006年末）
※標記の格付けは2007年6月末時点のAXAグループの主要な保険子会社に対する評価であり、
将来的には変化する可能性があります。
また、格付けは格付機関の意見であり、保険金支払い等についての保証を行なうものではありません。
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AXAの日本における
フィナンシャル・プロテクション

日本においてAXAは、保険、資産運用、アシスタンスなど
フィナンシャル・プロテクションのさまざまな分野で複数のグループ企業が事業を展開しています。
保険分野を担当する4社を中心に、AXAのメンバーカンパニーが密に連携しながら、
お客さまの一生涯をサポートする商品・サービスの提供に努めています。

アクサジャパン
アライアンス・バーンスタイン
株式会社

資産運用サービスの提供

アライアンス・バーンスタイン株式会社は、世界有数の資産運用会社であるアライ
アンス・バーンスタイン・エル・ピー（本社：ニューヨーク、運用資産総額7,420億
米ドル＝約87兆円、2007年3月末日現在）を実質親会社とし、その日本におけ
る資産運用業務の拠点として1986年11月に日本での営業（投資顧問業務）を
開始、1996年12月に投信委託業務免許を取得しました。
ニューヨークをはじめ、世界各地に展開するアライアンス・バーンスタイン・グルー
プからグローバル投資に不可欠な投資情報の提供を受け、
グローバルな視点から
運用・調査を行ないます。
投資信託や年金運用等を通じて、個人投資家や機関投資家のニーズに応えるサー
ビスの提供を行なっています。

アクサ損害保険
アクサ生命
株式会社
保険株式会社
（アクサダイレクト）

経営管理・監督

アクサ・ローゼンバーグ
証券投信投資顧問株式会社

業務の代理・事務の代行

アクサ・ローゼンバーグは世界有数の機関投資家、年金基金、公的基金をお客さま
に抱え、最新のテクノロジーを駆使し、企業のファンダメンタル分析を重視した、定
量モデルによる運用を提供する投資顧問会社です。
米国カリフォルニア州オリンダを本拠地として1985年に設立。ロンドン、東京、香
港、シンガポールなど全世界8ヵ所に拠点を構え、
グローバルに事業を展開してい
ます。全世界に広がるお客さまから、1兆267億米ドル（ 約14兆9,586億円、
2007年3月末現在）の資産運用を受託しています。
日本においては、1987年の設立以来、アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問
株式会社は日本株式の運用業務とグローバルな株式運用商品の提供を行なって
きました。現在はアクサ・インベストメント・マネジャーズとの戦略的提携により、株
式に加えて債券、オルタナティブ等の運用商品ならびにサービスを、個人投資家や
機関投資家、年金基金、公的資金等の幅広いお客さまの運用ニーズに合わせて提
供しています。

株式会社インターパートナー・
アシスタンス・ジャパン

アクサ ジャパン
ホールディング
株式会社

経営管理・
監督

アクサ生命
保険株式会社

経営管理・監督

AXAアシスタンス／インターパートナー・アシスタンス（IPA）は、1998年4月、
GESA（Groupe Europieen S.A.）とSFA（Societe Francaise D'assistance）
およびUS Assistが合併して誕生したアシスタンス会社です。フランス・パリに国
際本部を置き、
フランス国内向けにはAXAアシスタンスとして、
フランス以外の海
外向けにはインターパートナー・アシスタンスとして、2つのブランドネームを使っ
て活動を展開しています。
日本 で 活 動している株 式 会 社インター パ ートナー・アシスタンス・ジャパンは、
1991年4月の設立以来、ロード・アシスタンスとメディカル・アシスタンス中心に、
さまざまなアシスタンスサービスを年中無休・24時間提供し続けています。

ウインタートウル・
スイス生命
保険株式会社 ※

アシスタンスサービスの提供

※ウインタートウル・スイス生命は金融庁の認可を前提に、2008年初旬を目処に
「アクサ フィナンシャル生命保険株式会社（仮称）」に社名変更する予定です。
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損害保険業

■損害保険業免許に基づく保険の引受
保険業法第3条第5項に係る保険の引受を行なっています。
■資産の運用
保険料として収受した金銭等の資産の運用として、主に有価証券投資等を行なっています。

生命保険業

■生命保険業免許に基づく保険の引受
保険業法第3条第4項第1号、2号および3号に係る保険の引受を行なっています。
■資産の運用
保険料として収受した金銭等の資産の運用として、主に貸付、有価証券投資、不動産投資等を行なっています。
・貸付業務
資産運用の一環として、
企業・個人向けの貸付やコールローンを行なっています。
・有価証券投資業務
資産運用の一環として、
有価証券（外国証券を含む）投資、
有価証券の貸付を行なっています。
・不動産投資業務
資産運用の一環として、事業用ビルなどの不動産投資を行なっています。

付随業務

■国債等の引受
保険業法第98条第1項第3号に係る国債などの引受を行なっています。
■他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行
保険業法第98条第1項第1号に基づき、他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行を行なってい
ます。
（アクサ損害保険株式会社の保険業に係る業務の代理および事務の代行等）

生命保険業

■生命保険業免許に基づく保険の引受
保険業法第3条第4項第1号、2号および3号に係る保険の引受を行なっています。
■資産の運用
保険料として収受した金銭等の資産の運用として、主に有価証券投資等を行なっています。
・有価証券投資業務
資産運用の一環として、
有価証券（外国証券を含む）投資、
有価証券の貸付を行なっています。
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