
71

1 - 1 経営の組織（2022年6月1日現在）

第1章 保険会社の概況及び組織

■監査部門 ■コーポレートスタッフ部門 ■営業部門

■リスク管理部門

■コンプライアンス部門

■運用部門

■お客さまサービス部門
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公共・広域法人営業部

国際法人営業部

関西法人営業部

東海法人営業部

南九州支社

東京プラネット事業部 湘南支社 姫路支社

ＰＭＭサービス事業部 横浜支社 南大阪支社 大分支社

町田支社 北大阪支社 熊本支社

大阪プラネット事業部 奈良支社

安心さぽーと事業部 和歌山支社

東京マーケット事業部 横浜北支社 神戸支社

東京支社 京都支社 佐賀支社

東京南支社 大阪支社 長崎支社

柏支社 滋賀支社 三池支社

会津支社 千葉支社 近畿エリア 北九州支社

郡山支社 首都圏南エリア 三重支社 福岡支社

山形支社 新潟支社 岡崎支社 九州エリア

秋田支社 東京北支社 名古屋支社 愛媛支社

岩手支社 東京東支社 静岡支社 徳島支社

仙台支社 東京西支社 浜松支社 高松支社

函館支社 栃木支社 金沢支社 岡山支社

苫小牧支社 群馬支社 福井支社 広島支社

道東支社 埼玉支社 松本支社 福山支社

青森支社 埼玉西支社 岐阜支社 山口支社

札幌支社 茨城支社 富山支社 山陰支社

営業統括本部 法人営業統括本部

東日本エリア 首都圏北エリア 中部エリア 中四国エリア 法人営業第一部

法人営業第二部
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■株式の総数 （2022年3月31日現在）

　発行可能株式総数 40,000 株

　発行済株式の総数 10,000 株

　当期末株主数 6 名

■株式の状況
1.発行済株式の種類等 （2022年3月31日現在）

種 　類 発 　行 　数 内 　容

発行済株式 普通 10,000 株 －

2. 株主 （2022年3月31日現在）

株　主　名
当社への出資状況

持株数 持株比率

株 ％

日本生命保険相互会社 8,500 85.0

株式会社三井住友銀行 1,000 10.0

三井住友信託銀行株式会社 200 2.0

三井住友海上火災保険株式会社 100 1.0

三井不動産株式会社 100 1.0

三井物産株式会社 100 1.0

■主要株主の状況 （2022年3月31日現在）

名　称
主たる営業所又は
事務所の所在地

資本金
又は
基金

事業の内容 設立年月日
株式等の総数等
に占める所有株
式等の割合　　

日本生命保険相互会社
大阪府大阪市中央区
今橋三丁目 5番 12号

1,450,000 百万円 保　　険 1947年 5 月 2 日 85.00 ％

株式会社三井住友銀行
東京都千代田区
丸の内一丁目 1番 2号

1,770,996 百万円 銀　　行 1996年 6 月 6 日 10.00 ％

（注）基金には基金償却積立金を含みます。

■資本金の推移

年　月　日 増（減）資額 増（減）資後資本金 摘　　要

2004年 4月 1日 87,280百万円   87,280百万円
相互会社から株式会社への組織変更に伴う資本の

部の組替え及び第三者割当増資によるもの

2006年 9月15日 50,000百万円 137,280百万円 第三者割当増資によるもの

2008年 12月29日 30,000百万円 167,280百万円 第三者割当増資によるもの

1 - 2 株式・株主の状況等
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1 - 3 会計監査人の氏名又は名称

監査法人：有限責任監査法人トーマツ

1 - 4 従業員の在籍・採用状況

区分
2019年度末

在 籍 数

2020年度末

在 籍 数

2021年度末

在 籍 数

2019年度

採 用 数

2020年度

採 用 数

2021年度

採 用 数

2021年度末

平均年齢 平均勤続年数

内勤職員 3,713名 3,902名 3,921名 237名 150名 176名 46.7歳 17.5年

うち男子 1,579 1,710 1,711 88 96 74 45.9 20.1

うち女子 2,134 2,192 2,210 149 54 102 47.3 15.5

うち総合職 1,540 1,567 1,535 77 80 66 43.7 19.1

うちエリア総合職 1,228 330 335 16 8 13 45.6 19.0

営業職員 7,538 8,140 7,615 1,562 1,692 1,140 50.8 12.1

うち男子 381 327 268 6 9 7 47.4 10.3

うち女子 7,157 7,813 7,347 1,556 1,683 1,133 50.9 12.1

（注）1．内勤職員には、当社と期間の定めのある雇用契約を結んでいる者及び子会社・関連会社などへの出向者を含まず、社外からの受入出向者を含みます。

 2．内勤職員採用数には中途入社者を含みます。また、営業職員採用数は登録数を示します。

1 - 5 平均給与（内勤職員）
 （単位：千円）

区分 2020年 3月 2021年 3月 2022年 3月

内勤職員 383 370 364

（注）平均給与月額は各年 3月中の税込定例給与であり、賞与及び時間外手当は含みません。

1 - 6 平均給与（営業職員）
 （単位：千円）

区分 2019年度 2020年度 2021年度

営業職員 276 250 245

（注）平均給与月額は、月例給与の年度間平均額です。
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