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グローバルに展開するアクサグループ
アクサは1817年にフランスで生まれ、世界57の国と地域、約1億800万人のお客さまに
サービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。
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数値等は2019年アクサグループ実績。SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT RATINGS・
格付け等は、2020年6月30日現在のものです。
※ 換算レート
（2019年平均）
総売上、
アンダーライング・アーニングス、純利益 ：1ユーロ＝¥122.036
（2019年12月末）
運用資産総額：1ユーロ＝¥121.988
※標記の格付けはアクサ損害保険の格付けではありません。S&P Global Ratings、Moody's
Investors Service、Fitch Ratingsの格付けは、アクサグループの主要な子会社に対する
格付機関の評価日時点
（S&P Global Ratings：2020年3月16日、Moody's Investors
のものであり、保険金支払等に
Service：2019年4月5日、Fitch Ratings：2020年4月30日）
ついて保証を行うものではありません。また、将来的には変化する可能性があります。なお、
こ
れらの格付機関は、
日本において金融商品取引法第66条の27に基づく登録を行った信用格付
業者ではありません。
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アクサグループの日本における事業展開
アクサグループは日本において、保険事業、資産運用事業、
アシスタンス事業など、多岐にわたるビジネスを展開しています。

アクサ損害保険株式会社

保険事業では2019年4月に持株会社であるアクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社を設立し、
アクサ生命、
アクサダイレクト生命、
アクサ損害保険を子会社としています。保険3社が相互に連携を深めるとともに、

１９９８年６月にアクサグループの日本法人として設立された損害

その他のアクサグループの日本におけるメンバーカンパニーと密接に連携しながら、

保険会社です。自動車保険、バイク保険、ペット保険など、お客さ

お客さまをリスクからお守りするための商品・サービスをご提供しています。

まのニーズに合った商品ならびにサービスを通信販売によってご
提供しています。
主要な業務の内容
損害保険業免許に基づく保険の引受け

経営管理・監督100%＊

アクサ損害保険株式会社
（アクサダイレクト）

保険業法第3条第5項に係る保険の引受けを行っています。
資産の運用
保険料として収受した金銭などの資産の運用として、主に有価証

＜通販チャネル＞

券投資などを行っています。
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

業務の代理・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っています
（アクサダイ
レクト生命保険株式会社の保険業に係る業務の代理および事務
の代行など）
。

アクサ・

アクサ・エス・アー

ジャパン株式会社
経営管理・
監督

業務の代理・
事務の代行

アクサ生命保険株式会社

ホールディングス・

（本社：フランス）

経営管理・
監督
100%＊

アクサ生命保険株式会社

大するとともに、
日本におけるアクサグループのリーディングカン
パニーとして、
また、多様なお客さまのニーズにお応えする生命
保険会社として、現在4つの営業チャネルを通じ生命保険ならび
に各種サービスをご提供しています。

業務の代理・事務の代行
商品販売の代理店への再委託

アクサダイレクト
生命保険株式会社
経営管理・監督100%＊

＜インターネット通販チャネル＞

アクサダイレクト生命保険株式会社
2008年4月に日本初のインターネット専業生命保険会社として
営業を開始しました。日本におけるアクサグループのダイレクト
ビジネスを担う生命保険会社として、手頃でわかりやすく、お客さ
まが自信を持って選択できる保険商品を、
インターネットを通じて

＊ アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社が所有する議決権の割合

ご提供しています。

その他のメンバーカンパニー
資産運用サービス

不動産投資・資産管理サービス

アシスタンスサービス

その他のサービス

● アクサ・インベストメント・
マネージャーズ株式会社

● アクサ・リアル・エステート・
インベストメント・マネジャーズ・
ジャパン株式会社

● アクサ・アシスタンス・
ジャパン株式会社

● アクサ収納サービス株式会社
● XLカトリンジャパン株式会社
● アクサ・ウェルス・マネジメント
株式会社

2

3

AXA DIRECT 2020 ANNUAL REPORT CEO メッセージ

AXA DIRECT 2020 ANNUAL REPORT CEO メッセージ

日頃よりアクサ損害保険をお引き立て賜り、誠にありがとうございま

土づくりを通じて、社員のイノベーションに対する意識変革および

す。本ディスクロージャー誌をお届けするにあたり、
ご挨拶申し上げ

業績向上を実現した点が高く評価された結果、2020 年3月に「 新・

ます。

ダイバーシティ経営企業100選 （
」 経済産業大臣表彰）
に初めて選
定されました。

2019年度は、前年度に続き大型自然災害が相次ぐ一方、年度末に
かけては新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）
が世界中で猛威

また、地域貢献プログラムの一環として、
コンタクトセンターのある

を振るい、
日本国内各地にも甚大な被害がもたらされました。新型コ

3拠点において次世代育成を目的としたキャリア教育授業を近隣学

ロナウイルス感染症に罹患された皆さま、
また、感染拡大によりご不

校の生徒を対象に2019年6月から10月にかけて実施いたしまし

安な日常生活や事業運営を余儀なくされていらっしゃる皆さまに、謹

た。今後も、人々に寄り添う社会貢献活動を当社は引き続き推進し

んでお見舞い申し上げます。皆さまの一日も早いご回復と感染症の

てまいります。

終息を願ってやみません。
当社は、内部統制やコンプライアンスおよびリスク管理の機能発揮
このような環境下ではございましたが、お客さまのご愛顧に支え
られ、高品質なサービスの提供に努めてまいりました結果、前年度
（日本会計年度2019年4月〜2020年3月）決算におきましては、

をしっかりと誠実に行っていく所存です。なぜならば、その取り組み
が間違いなくビジネスの持続可能性につながることを確信している
からです。

引き続き好調な収益と堅実な成長を実現することができました。
元受正味保険料は、自動車保険およびペット保険の持続的成長によ

最後になりましたが、当社は2019年度に自動車保険販売開始から

り前年同期比2.1%増の55,188百万円、税引後の当期純利益は、

20周年を迎えることができました。創立から今日に至るまで当社が

2,760百万円となりました。国内損害保険市場の動向と急速に変化

成長してこられましたことは、ひとえにお客さま並びにステークホル

するお客さまのご要望にお応えするため、今後も強固な財政基盤を

ダーの皆さまのご支援の賜物と、改めて心から深く感謝申し上げま

支えとしながら大規模なトランスフォーメーション
（変革）
プロジェクト

す。今後もアクサグループの掲げるバリューのひとつである「 お客

への持続的な投資を行ってまいります。

さま第一 」を経営の根幹に置き、お客さまに寄り添い、お客さまから
常に最も信頼されるパートナーとなることを目指してまいります。

当社では、職場環境・人事制度などのあらゆる面で、社員のウェル
ビーイング
（身体的、精神的、そして社会的にも全てが満たされた状

皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援・ご愛顧を賜りま

態にあること）
の改善に積極的に取り組みます。職場環境におきまし

すよう、心よりお願い申し上げます。

ては、2019年12月から本格稼働を開始した福井市の新オフィスに
先進的なデザインを取り入れ、調和のとれたリラクゼーションエリア
を設置するとともに、
デジタル化を促進しフリーアドレス制を導入い

「お客さま第一」を経営の根幹に置き
お客さまから常に最も信頼されるパートナーと

にチャレンジする勇気」
に富んだ企業文化を醸成し、社会のVUCA化

アクサ損害保険株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

（あらゆるものを取り巻く環境が複雑性を増し、将来の予測が困難

ハンス・ブランケン

たしました。
「 前例にとらわれない自由闊達な発想と自ら変えること

な状態）
に柔軟に対応できる社員の育成に努めます。
また、全ての従業員が自分らしくその能力を十分に発揮できるダ

なることを目指してまいります。

イバーシティ&インクルージョンの推進に注力いたします。この点に
関しましては、当社が業務主導型から顧客主導型ビジネスへの進化
に向け、多様な人材の適材適所への配置やボトムアップの企業風
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