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株主の皆さまとともに

株主の皆さまには、日頃よりご愛顧を賜りまして誠にありがとうご
ざいます。
当社は、平成16年4月1日に相互会社から株式会社に組織変更を

行い、新たなスタートを切りました。平成17年3月31日をもちまして、
株式会社としての初年度を終了いたしましたので、ここに業績の概要
等につきましてご報告申し上げます。
保険業界におきましては、死亡保障市場の縮小やマーケットニ

ーズ・販売チャネルの多様化により、競争がますます激化してきており
ます。
こうしたなか、当社は経営計画「Value Up 31」に基づき、お客さ

ま本位主義に立脚した販売体制の構築に取り組んでまいりました。
お客さまの望むアクセス、コンサルティングサービスを提供すべく、非
対面型の営業支援組織である「三井生命コミュニケーションセンター」
の設立や入院保障・生前給付・生存保障を重視した新商品の開発
等を進めております。また、株式会社化による資本の質的な充実やリ
スク資産の継続的な圧縮等によって財務基盤の強化を図ってまいりま
した。当期におきましては、解約・失効が大幅に改善しており、取り組み
の成果があらわれたものと考えております。
しかしながら、平成17年度に固定資産の減損会計の適用による損

失計上を予定していることから、内部留保の蓄積による財務基盤の
強化を図るべく、株主の皆さまには誠に申し訳なく存じますが、当期
の配当金につきましては無配とさせていただきました。
なお、平成17年6月10日、金融庁より、当社の団体保険等の取り

扱いについて、保険業法132条第1項に基づく「業務改善命令」を受
けました。本件につきましては、既に改善に着手しておりますが、当該
処分を厳粛に受け止め、今後も業務の改善に全力で取り組んでまいり
ます。
株主の皆さまのご期待・ご信頼に応えるべく、経営計画「Value Up

31」の着実な遂行を通し、継続的な企業価値の向上に努めてまいる
所存でございます。今後とも何卒変わらぬご支援・ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

平成17年6月

代表取締役社長執行役員　西村　博

●社会の理解と信頼にこたえる経営を力
強く推進し、国民生活の福祉向上に寄与
する。

● まごころと感謝の気持ちをもって、常に
契約者に対する最善の奉仕に徹する。

● 従業員の能力が最高に発揮できるよう
に努めるとともに、その社会生活の安定
向上を図る。

経営理念
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社長インタビュー

改善いたしました。

経常利益は、解約・失効の改善に伴う解約返戻金の

減少、事業費の削減、資産運用収益の増加等により、

前年度比376億円増加の497億円となっております。

これに特別利益、特別損失、契約者配当準備金繰入額、

法人税等を加減した当期純利益は68億円となりました。

資産面では、引き続きリスク資産の圧縮を進める一方

で、株式市況が安定的に推移したこともあり、有価証券

含み益は、932億円と前年度の80億円を大きく上回り

ました。

ソルベンシー・マージン比率、実質純資産額も前年度を

上回っております。

「Value Up 31」の4本柱は、「新たな保険営業モ

デルの構築」「リストラクチャリング」「運用戦略の見

直し」「株式会社化の実現」でありますが、お客さま

満足度の向上、収益力・営業力の向上、安定した経営

基盤の確立により、企業価値を向上させるべく取り組

み、着実に成果がでております。

お客さま本位のサービスを推進するため、平成16年度

下期に「顧客満足度調査」を実施しました。また、平成

17年2月には、サービスの高度化、アクセスチャネルの

Q1. 株式会社化初年度の業績は?

Q2. 経営計画「Value Up 31」の成果は？

当社は平成16年4月1日に株式会社へ組織変更いた

しました。株式会社化により、資本が質的に改善し、財務

基盤が強化されました。

平成16年度の業績を簡単にご説明いたしますと、新

契約高は死亡保障から医療保障へニーズがシフトして

いることを背景に、1件あたりの保険金額が減少したこ

とや、営業職員数が減少していること等により、前年を

下回る結果となりました。

一方、解約・失効については、カスタマー・サービス室

によるアフターサービスの強化や、お客さまの満足度

向上に重点を置いた営業活動の徹底等により、大幅に

社長　西村　博
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マルチ化の一環として、非対面型の営業支援組織で

ある「三井生命コミュニケーションセンター」の業務を

開始しました。商品面では、市場ニーズの変化に合わ

せ、3大成人病や要介護状態に備えるための生前給付

特約を付加した「ザ・ベクトル Ｓａｔｉｓｆｙ（サティスファ

イ）」、ザ・ベクトルに加入後、3年間ご継続いただいた

契約についてご加入の保険金額に応じて以後の保険料

を割り引く「継続割引制度」等を相次いで開発・発売

しました。

資産運用では、平成15、16年度で国内株式3,606

億円を圧縮し、リスク資産の圧縮目標を達成いたし

ました。

1つ目として、市場動向を踏まえた商品戦略を推進し

ます。生前給付、生存保障等多様化するニーズに合わ

せた商品を開発し、それらに合った販売チャネルを通じ

て提供してまいります。また、保険料をベースとした新

たな将来収益指標を導入いたします。

2つ目としては、環境変化に対応した販売体制を構築

します。当社はアクセスチャネルのマルチ化を推進し

ておりますが、更にチャネル間の連携を強化し、、競争力を

高めてまいります。

3つ目として、リスクコントロールの観点から、より

一層ＡＬＭ型運用の強化を図ります。

最後に、社内体制の整備を推進します。収益管理シス

テムの高度化や人事制度改革を通じ、役職員全員の

意識・行動改革を進めます。加えてコンプライアンスを全

役職員に徹底し、また、個人情報保護の安全管理並びに

リスク管理の強化を図ってまいります。

これらの取り組みを着実に実施することで、収益力を

高め、財務基盤の強化に努めてまいります。
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リテール営業関係（個人保険・個人年金保険）

ホール営業関係（団体保険・団体年金保険）

平成16年度の個人保険および個人年金保険の新契約高は、前年度比30.6%減の2兆8,744億円となりました。一方、解
約・失効高については、前年度比27.8%減の4兆653億円と大幅に改善し、解約・失効率（解約・失効高の年度始保有契約高
に対する比率）は7.48%と、前年度に比べ2.16ポイント減少しました。
保有契約高は、前年度末比6.3%減の51兆502億円となっています。
年換算保険料については、新契約年換算保険料は前年度比23.0%減の501億円、保有契約年換算保険料は前年度末比

3.8%減の6,970億円となっています。

平成16年度の団体保険の保有契約高は、前年度末比7.9%減の16兆5,185億円となりました。また、団体年金保険に
ついては、前年度末比1.1%減の1兆3,710億円となっています。

主な業績指標
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主要な業務の状況を示す指標

基礎利益

経常利益

当期純剰余（△は当期純損失）

当期純利益

総資産

ソルベンシー・マージン比率

実質純資産額

逆ざや額

1株当たり当期純利益

（注1）

（注1）

（注2）

926

721

376

─

97,777

492.7％

3,791

940

─

1,063

89

556

─

82,668

510.7％

2,778

877

─

941

113

423

─

76,692

410.4％

1,176

796

─

922

120

△159

─

75,094

654.6％

2,110

678

─

1,002 

497 

─

68 

76,517 

663.9％

3,073 

513 

1,943円72銭

（注）1.当期純剰余（△は当期純損失）は、相互会社の場合、社員配当準備金繰入額を控除する前の金額ですが、株式会社の場合、契約者配当準備金繰入額を費用計上した後の金額です。当社は、平成16年
4月1日付で相互会社から株式会社に組織変更したため、平成15年度は契約者配当準備金繰入額に相当する契約者配当引当金繰入額を当期純剰余計算前に費用計上しています。したがって、平
成14年度以前と平成15年度の当期純剰余では、内容が異なります。なお、平成15年度において当期純剰余（△は当期純損失）と表示していたものを、平成16年度以降は当期純利益として表
示しています。

2.1株当たり当期純利益の計算にあたっては、A種株式について普通株式と同等の株式として取り扱っており、A種株式の期中平均株式数に当該株式の調整比率2を乗じた株式数を含めて算定
しています。

平成12年度 平成13年度項目 平成14年度 平成15年度 平成16年度

平成16年度の基礎利益は、保有契約高の減少等の影響があったものの事業費の削減等の経営努力の結果、前年度比
8.6%増の1,002億円となりました。
ソルベンシー・マージン比率は、リスク資産の圧縮や有価証券含み益の増加により前年度末比9.3ポイント増の663.9%と
なっています。実質純資産額は、フロー収益の改善や有価証券含み益の増加により、前年度末比963億円増の3,073億円
となっており、ソルベンシー・マージン比率、実質純資産額ともに、引き続き充分な水準を保っています。

（単位：億円）
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連結財務諸表

連結貸借対照表

（資産の部）

現金および預貯金 133,041 105,749

コールローン 127,000 109,000

買入金銭債権 9,428 13,291

金銭の信託 100 400

有価証券 4,308,913 4,699,312

貸付金 2,297,840 2,212,587

不動産および動産 404,525 382,618

代理店貸 30 23

再保険貸 132 128

その他資産 154,062 99,491

繰延税金資産 76,303 32,803

貸倒引当金 △11,275 △12,721

資産の部合計 7,500,103 7,642,684

科　　目

年　　度 平成15年度
（平成16年3月31日現在）

平成16年度
（平成17年3月31日現在）

（負債の部）

保険契約準備金 6,836,910 6,891,658

支払備金 41,878 44,353

責任準備金 6,678,216 6,722,749

社員配当準備金 116,814 ─

契約者配当準備金 ─ 124,555

再保険借 402 352

その他負債 376,833 420,313

退職給付引当金 10,917 18,242

契約者配当引当金 18,315 ー

価格変動準備金 6,000 9,100

繰延税金負債 282 ー

負債の部合計 7,249,661 7,339,666

（少数株主持分）

少数株主持分 1,220 1,265

（資本の部）

新株式払込金 173,300 ー

基金償却積立金 1,000 ー

再評価積立金 5 ー

連結剰余金 82,086 ー

株式等評価差額金 5,254 ー

為替換算調整勘定 △12,425 ー

資本の部合計 249,221 ─

（資本の部）

資本金 ー 87,280

資本剰余金 ー 87,374

利益剰余金 ー 89,761

株式等評価差額金 ー 59,628

為替換算調整勘定 ー △13,247

自己株式 ー △9,044

資本の部合計 ─ 301,752

負債、少数株主持分および資本の部合計 7,500,103 7,642,684

科　　目

年　　度 平成15年度
（平成16年3月31日現在）

平成16年度
（平成17年3月31日現在）

（単位：百万円）
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連結損益計算書

経常収益 1,391,473 1,246,163
保険料等収入 922,091 899,872
資産運用収益 285,848 309,266
利息および配当金等収入 168,202 172,832
金銭の信託運用益 ─ 0
有価証券売却益 76,266 81,402
有価証券償還益 139 289
為替差益 ─ 41,500
その他運用収益 128 88
特別勘定資産運用益 41,110 13,152
その他経常収益 183,533 37,023

経常費用 1,376,754 1,193,037
保険金等支払金 1,024,680 794,398
保険金 376,541 322,063
年金 64,340 66,410
給付金 186,924 159,858
解約返戻金 352,690 225,161
その他返戻金等 44,183 20,904

責任準備金等繰入額 255 47,075
支払備金繰入額 ─ 2,474
責任準備金繰入額 ─ 44,532
社員配当金積立利息繰入額 255 ─
契約者配当金積立利息繰入額 ─ 68
資産運用費用 169,734 182,523
支払利息 6,295 6,363
金銭の信託運用損 0 ─
売買目的有価証券運用損 128 227
有価証券売却損 75,442 53,208
有価証券評価損 488 1,551
金融派生商品費用 14,987 108,827
為替差損 61,347 ─
貸倒引当金繰入額 ─ 3,238
貸付金償却 1,323 144
賃貸用不動産等減価償却費 4,919 4,732
その他運用費用 4,802 4,228

事業費 123,681 108,309
その他経常費用 58,403 60,730

経常利益 14,719 53,126
特別利益 17,498 5,734
不動産動産等処分益 3,637 5,643
貸倒引当金戻入額 7,709 ─
償却債権取立益 416 91
その他特別利益 5,735 ─

特別損失 48,163 18,573
不動産動産等処分損 14,561 15,373
契約者配当引当金繰入額 18,315 ─
価格変動準備金繰入額 2,936 3,100
その他特別損失 12,349 100

契約者配当準備金繰入額 ─ 18,398
税金等調整前当期純利益（△は税金等調整前当期純損失） △15,944 21,889
法人税および住民税等 652 933
法人税等調整額 △1,810 12,442
少数株主利益 281 445
当期純利益（△は当期純損失） △15,069 8,068

科　　目

年　　度

（単位：百万円）

平成15年度
自 平成15年4月 1 日
至 平成16年3月31日

平成16年度
自 平成16年4月 1 日
至 平成17年3月31日

経
常
損
益
の
部

特
別
損
益
の
部

連結剰余金計算書

連結剰余金期首残高 126,570 ー
連結剰余金減少高 44,484 ー
社員配当準備金 23,752 ─
基金利息 5,522 ─
連結子会社減少に伴う剰余金減少高 140 ─
当期純損失 15,069 ─

連結剰余金期末残高 82,086 ー
（資本剰余金の部）
資本剰余金期首残高 ー 87,280
資本剰余金増加高 ー 94
自己株式処分差益 ー 94

資本剰余金期末残高 ー 87,374
(利益剰余金の部)
利益剰余金期首残高 ー 81,693
利益剰余金増加高 ー 8,068
当期純利益 ─ 8,068

利益剰余金期末残高 ー 89,761

科　　目

年　　度

（単位：百万円）

平成15年度
自 平成15年4月 1 日
至 平成16年3月31日

平成16年度
自 平成16年4月 1 日
至 平成17年3月31日

連結キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー △109,402 139,527

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,746 △161,383

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,792 △7,890

現金および現金同等物に係る換算差額 △651 △151

現金および現金同等物の増加額 △115,100 △29,898

現金および現金同等物期首残高 345,141 230,041

現金および現金同等物期末残高 230,041 200,143

科　　目

年　　度

（単位：百万円）

平成15年度
自 平成15年4月 1 日
至 平成16年3月31日

平成16年度
自 平成16年4月 1 日
至 平成17年3月31日
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個別財務諸表

貸借対照表

（資産の部）
現金および預貯金 126,409 97,884
現金 167 145
預貯金 126,241 97,739
コールローン 127,000 109,000
買入金銭債権 9,428 13,291
金銭の信託 100 400
有価証券 4,348,439 4,738,258
国債 888,521 1,150,026
地方債 63,097 57,195
社債 711,421 579,747
株式 669,273 676,714
外国証券 1,884,461 1,997,959
その他の証券 131,663 276,615
貸付金 2,276,512 2,191,473
保険約款貸付 145,259 141,664
一般貸付 2,131,253 2,049,809
不動産および動産 402,961 381,053
土地 270,032 255,514
建物 128,249 120,376
動産 4,076 5,046
建設仮勘定 602 116
代理店貸 30 23
再保険貸 132 128
その他資産 153,619 98,984
未収金 19,902 8,309
前払費用 1,201 1,497
未収収益 36,892 33,999
預託金 9,399 8,675
先物取引差金勘定 ─ 322
金融派生商品 44,750 15,068
仮払金 6,508 4,510
その他の資産 34,964 26,599
繰延税金資産 76,567 34,382
貸倒引当金 △11,716 △13,122

資産の部合計 7,509,484 7,651,758

科　　目

年　　度 平成15年度
（平成16年3月31日現在）

平成16年度
（平成17年3月31日現在）

（負債の部）
保険契約準備金 6,836,910 6,891,658
支払備金 41,878 44,353
責任準備金 6,678,216 6,722,749
社員配当準備金 116,814 ─
契約者配当準備金 ─ 124,555

再保険借 402 352
その他負債 376,344 419,598
債券貸借取引受入担保金 42,445 117,459
借入金 220,024 220,020
未払法人税等 248 224
未払金 41,964 13,609
未払費用 10,507 8,522
前受収益 4,297 4,985
預り金 7,833 6,045
預り保証金 12,071 12,125
先物取引差金勘定 615 ─
借入有価証券 4,049 3,143
金融派生商品 28,031 30,450
繰延ヘッジ利益 1,347 581
仮受金 2,909 2,430

退職給付引当金 10,767 18,066
契約者配当引当金 18,315 ─
価格変動準備金 6,000 9,100
負債の部合計 7,248,740 7,338,775
（資本の部）
新株式払込金 173,300 ─
基金償却積立金 1,000 ─
再評価積立金 5 ─
剰余金 81,314 ─
損失てん補準備金 1,802 ─
任意積立金 42,560 ─
当期未処分剰余金 36,951 ─
（当期純損失） （─）
株式等評価差額金 5,124 ─
資本の部合計 260,743 ─
（資本の部）
資本金 ─ 87,280
資本剰余金 ─ 87,374
資本準備金 ─ 87,280
その他資本剰余金 ─ 94
自己株式処分差益 ─ 94

利益剰余金 ─ 87,805
利益準備金 ─ 1,802
任意積立金 ─ 42,545
当期未処分利益 ─ 43,457
（当期純利益） （─）

株式等評価差額金 ─ 59,566
自己株式 ─ △9,044
資本の部合計 ─ 312,982
負債および資本の部合計 7,509,484 7,651,758

科　　目

年　　度 平成15年度
（平成16年3月31日現在）

平成16年度
（平成17年3月31日現在）

（単位：百万円）

（15,948）

（6,884）
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特別利益 17,815 5,752
不動産動産等処分益 3,953 5,661
貸倒引当金戻入額 7,709 ─
償却債権取立益 416 91
その他特別利益 5,735 ─

特別損失 48,720 18,573
不動産動産等処分損 15,055 15,373
契約者配当引当金繰入額 18,315 ─
価格変動準備金繰入額 3,000 3,100
財団法人三井生命厚生事業団助成金 100 100
その他特別損失 12,249 ─

契約者配当準備金繰入額 ─ 18,398
税引前当期純利益（△は税引前当期純損失） △18,805 18,523
法人税および住民税 239 224
法人税等調整額 △3,096 11,414
当期純利益（△は当期純損失） △15,948 6,884
前期繰越利益 ─ 36,473
基金償却準備金取崩額 50,800 ─
基金利息積立金取崩額 2,000 ─
財団法人三井生命厚生事業団助成資金取崩額 100 100
当期未処分利益 36,951 43,457

科　　目

年　　度

（単位：百万円）

平成15年度
自 平成15年4月 1 日
至 平成16年3月31日

平成16年度
自 平成16年4月 1 日
至 平成17年3月31日

特
別
損
益
の
部

損益計算書

経常収益 1,379,817 1,239,322
保険料等収入 920,445 899,873
保険料 919,686 899,387
再保険収入 758 485
資産運用収益 283,538 306,891
利息および配当金等収入 166,386 171,097
預貯金利息 91 45
有価証券利息・配当金 88,843 106,601
貸付金利息 63,577 52,032
不動産賃貸料 13,272 12,034
その他利息配当金 601 383

金銭の信託運用益 ─ 0
有価証券売却益 75,773 80,763
有価証券償還益 139 288
為替差益 ─ 41,500
その他運用収益 128 88
特別勘定資産運用益 41,110 13,152
その他経常収益 175,833 32,557
年金特約取扱受入金 887 660
保険金据置受入金 34,923 29,210
支払備金戻入額 3,627 ─
責任準備金戻入額 133,846 ─
その他の経常収益 2,548 2,686

経常費用 1,367,718 1,189,579
保険金等支払金 1,021,080 794,398
保険金 373,350 322,063
年金 64,340 66,410
給付金 186,924 159,858
解約返戻金 352,490 225,161
その他返戻金 43,070 19,947
再保険料 905 957
責任準備金等繰入額 255 47,075
支払備金繰入額 ─ 2,474
責任準備金繰入額 ─ 44,532
社員配当金積立利息繰入額 255 ─
契約者配当金積立利息繰入額 ─ 68
資産運用費用 169,724 182,460
支払利息 6,295 6,363
金銭の信託運用損 0 ─
売買目的有価証券運用損 128 227
有価証券売却損 75,429 53,144
有価証券評価損 449 1,522
金融派生商品費用 14,987 108,827
為替差損 61,347 ─
貸倒引当金繰入額 ─ 3,238
貸付金償却 1,323 144
賃貸用不動産等減価償却費 4,919 4,732
その他運用費用 4,843 4,258

事業費 122,449 108,159
その他経常費用 54,208 57,486
保険金据置支払金 31,663 28,460
税金 7,437 7,637
減価償却費 7,548 8,458
退職給付引当金繰入額 5,526 10,684
その他の経常費用 2,031 2,245

経常利益 12,098 49,742

科　　目

年　　度

（単位：百万円）

平成15年度
自 平成15年4月 1 日
至 平成16年3月31日

平成16年度
自 平成16年4月 1 日
至 平成17年3月31日

経
常
損
益
の
部

利益処分

当期未処分利益 36,558 43,457
任意積立金取崩額 15 18
不動産圧縮積立金取崩額 4 8
特別償却準備金取崩額 10 10

計 36,573 43,476
利益処分額 100 80
任意積立金 100 80
財団法人三井生命厚生事業団助成資金 100 80

次期繰越利益 36,473 43,396

科　　目

年　　度

（単位：百万円）

平成16年度
自 平成16年4月 1 日
至 平成17年3月31日

平成15年度
自 平成15年4月 1 日
至 平成16年3月31日
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企業価値の向上を目指して

コーポレートガバナンスへの取り組み
当社では、コーポレートガバナンスの充実を企業経営

の重要な柱のひとつと位置づけています。取締役会の監

督機能を強化する観点から、従前より社外取締役および

社外監査役を登用してきましたが、平成16年度新たに社

外監査役を1名増員しました。これにより取締役8名中2

名が社外取締役、監査役5名中3名が社外監査役となりま

した。

また、企業経営者・学識経験者などから選任された委員

で構成されるアドバイザリーボードを設置しています。

リスク管理への取り組み
生命保険業界を取り巻くリスクは、複雑化・多様化して

きており、これらのリスクを的確に把握し、適切かつ厳格に

管理していくために様々な対応が必要となっています。

このような状況のなか、当社は以下の通り、リスク管理

態勢の充実・強化に向けて取り組んでいます。

取締役会において「リスク管理基本方針」を定め、取締役

会からの委任により経営会議をリスク管理に関する意思決

定機関として位置づけ、経営に重大な影響を与えるリスク

を把握・確認して対応策を協議しています。

リスク管理態勢の一段の高度化を推進する観点から、リ

スク管理に関する事項を統括監督するチーフリスクマネ

ジメントオフィサー（CRO）を長とする、リスクマネジメント

コミッティーを設置しています。

さらに、各リスクの管理についても、リスクごとにそれぞ

れ担当組織を定め管理態勢を構築・整備しています。

コンプライアンス（法令等遵守）態勢
当社では、コンプライアンスに立脚した業務運営を徹底

すべく、以下の通り取り組んでいます。

コンプライアンス態勢を全社的に推進する観点から、

コンプライアンス推進に関する事項を統括監督するチーフ

コンプライアンスオフィサー（CCO）を長とする、コンプラ

イアンスコミッティーを設置しています。

コーポレートガバナンス体制図 全社リスク管理イメージ図

本店、営業部等�

監査役室� アドバイザリーボード�

指名・報酬諮問委員会�
監査役会�
（監査役）�

経営会議・財務会議�

株主総会�

取締役会�
取締役会長�

監査�

監査� 監督� 報告�

助言�

諮問�

答申�

社長執行役員�

業務執行部門�

取締役会�保険計理人�

財務会議�

監査役（会）�

検
査
局�

外
部
監
査�

経営会議�

財務リスク� オペレーショナルリスク�

保 険�
引 受�
リスク�

流動性�
リスク�

事 務�
リスク�

システム�
リスク�

法 務�
リスク�

災 害�
リスク�

関 連�
会 社�
リスク�

情 報�
漏 洩�
リスク�

資産運用リスク�
市 場�
関 連�
リスク�

信 用�
リスク�

不動産�
投 資�
リスク�

〈チーフリスクマネジメントオフィサー〉�

リスクマネジメントコミッティー�

�

各部門・営業部等�
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コンプライアンスコミッティーでは、コンプライアンスの

推進ならびにコンプライアンス上の重要課題、およびその

改善状況を取りまとめ、定期的に取締役会・経営会議への

報告を行うことによるモニタリングを実施しています。

本社各部門および各営業部においては、「コンプライアン

ス責任者」および「コンプライアンス管理者」を配置し、

組織ごとのコンプライアンス態勢の強化に努めています。

また、当社では全役職員が職務遂行にあたって指針と

する「三井生命行動規範」を定めています。「三井生命行

動規範」「三井生命の勧誘方針」および保険募集上の遵守

事項、当社における「個人情報の利用目的」等を掲載した

「コンプライアンス・カード」を全役職員に配布し、常時携帯

しています。

個人情報の保護について
平成17年4月の個人情報保護法の全面施行に伴い、

「個人情報保護方針」をホームページ上に掲載しています。

また、当社では、個人情報管理責任者としてチーフ・プライ

バシー・オフィサー（CPO）を任命し、その指揮監督のも

とに本社各部門、各エリア本部、および各ブロックごとに

セキュリティ責任者の配置を行う情報管理体制を整備して

います。同時に、「個人情報保護方針」に基づく情報管理の

基本規程を定め、これにセキュリティ責任者はもとより、

各種情報資産の管理、安全対策の実施・指揮に関し直接

監督を担うセキュリティ管理者の責任・権限を定めること

で、個人情報の適正かつ安全な運用を推進しています。

苗木プレゼント
今年度も、当社の社会貢献活動の一環である「苗木プレ

ゼント」を実施しました。昭和49年から開始されたこの運

動は、今回で31回を数えています。「こわさないでくださ

い。自然。愛。いのち。」をテーマに、全国の公共団体、学

校・幼稚園、民間会社・団体および一般家庭に対して、気候

や育成条件にあった12種類、5万本の苗木を配布しました。

過去31年間に贈呈した苗木の本数は、累計で438万本を

超えています。苗木は全国各地で順調に育ち、心地よい木

陰をつくりながら周辺環境の保護などに役立っています。

保険業界初の非対面型営業支援組織
「三井生命コミュニケーションセンター」の業務を開始
経営計画「Value Up 31」に掲げている“お客さまサ

ービスの高度化”と“アクセスチャネルのマルチ化”を推

進するため、日本アイ・ビー・エム株式会社のノウハウを活

用した「三井生命コミュニケーションセンター（M-comセ

ンター）」の運営を2月1日に開始しました。

M-comセンターは、従来のコールセンターとは異なり、

電話やダイレクトメール、e-メールといったダイレクト（非

対面）チャネルを活用した新たな営業支援組織で、保険

業界としては初めての試みです。

当社は、今回の取り組みを通じてお客さま満足度のさら

なる向上を実現し、あわせて業界トップ水準の解約・失効

率の一層の改善を目指すとともに、お客さまとのコミュニ

ケーションを“質”と“量”の両面で向上させることにより、

営業力の強化を図ります。
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企業価値の向上を目指して

新生前給付特約を付加した
「ザ・ベクトルSatisfy（サティスファイ）」を発売
「ザ・ベクトル」に、3大成人病や要介護状態からご自身

を守るための「新介護保障特約」「新ナイスリー特約」を

付加した「ザ・ベクトルSatisfy（サティスファイ）」を、平成

17年2月に発売しました。

また、「ザ・ベクトル」に加入後3年間継

続いただいたご契約には、保険金等の支

払いの有無を問わず保険金額に応じて保

険料を割り引く、生命保険業界初となる

「継続割引制度」の取り扱いも開始しまし

た。

無配当新介護保障逓増定期保険
「経営自慢-M（Ⅱ型）」を発売
平成16年2月の発売以来、法人のお客さまからご好評い

ただいている「経営自慢-M」に加え、お客さまの多様なニー

ズにお応えするため、「経営自慢-M（Ⅱ型）」を平成17年2月

に発売しました。「経営自慢-M」と比較すると保険金額の増

加する割合（逓増率）が異なり、また、

一定期間経過後の返戻率のアップを実現し

ました。

従来の「経営自慢-M」とあわせ、より幅広い

選択肢の中から、お選びいただけるようになり

ました。

生命保険という目に見えない・形

のない商品を「カエレル ベクトル」

のフィギュアで表し、一つひとつが厳

しいチェックを経て、丁寧に心を込め

て送り出されていく様子を表現して

います。

かわいらしい「カエレル ベクトル」

が「サティスファイ製造工場」と名づ

けられた工場に登場するユニークな

CMとなっています。

妥協は許さないという働く人の姿

勢が、お客さまの満足（サティスファ

イ）を追求する当社のひたむきな思

いを表しています。

♪お客さまにThank you very much
と 言われたい。♪ Satisfy! Satisf…

ガシ！ バサ！

♪お客さまとLong t imeな
お付き合いをさせて頂きたい。
Satisf…

誕生！

2 3

4 5

ザ・ベクトル Satisfy 新CM 「サティスファイ製造工場」篇

1

サティスファイ!!

6
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（注）1．持株数および持株比率は、普通株式のみを対象として計算・記載しております。
2．持株数は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
3．持株比率は、小数点第3位を切り捨てて小数点第2位まで表示しております。
4．上記のほか当社所有の自己株式181,625株があります。

（注）1．持株数および持株比率は、A種株式のみを対象として計算・記載しております。
2．持株比率は、小数点第3位を切り捨てて小数点第2位まで表示しております。

株式会社三井住友銀行 194 12.56
中央三井信託銀行株式会社 160 10.33
三井住友海上火災保険株式会社 130 8.39
三井物産株式会社 100 6.47
三井不動産株式会社 100 6.45
日本製紙株式会社 50 3.22
株式会社北洋銀行 40 2.58
東レ株式会社 40 2.58
株式会社東芝 40 2.58
株式会社名古屋銀行 40 2.58

持株数（千株）株主名 持株比率（％）

普通株式

発行する株式の総数 6,200千株

発行済株式の総数 1,550千株

株主数 1,774名

A種株式

発行する株式の総数 1,084千株

発行済株式の総数 1,084千株

株主数 5名

株式についてのご案内株式の状況（平成17年3月31日現在）

大株主（普通株式）

株式会社三井住友銀行 714 65.86
中央三井信託銀行株式会社 335 30.90
三井住友海上火災保険株式会社 15 1.38
三井物産株式会社 10 0.92
三井不動産株式会社 10 0.92

持株数（千株）株主名 持株比率（％）

大株主（A種株式）

株式に関する手続きについては以下の当社名義
書換代理人にお申し出ください。

●決算期日
●定時株主総会
●基準日

●公告掲載新聞

名義書換代理人
東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱場所
東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社　本店

同事務取扱所（電話照会先、郵便物送付先）
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

電話（03）3323-7111（代表）

同取次所
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店および全国各支店

3月31日（年1回）
毎年　6月
定時株主総会については3月31日、
その他必要がある時はあらかじめ公
告する一定の日
東京都において発行する日本経済新聞

株式の状況・株式についてのご案内

（証券代行事務センター）

お知らせ

株主さまの住所変更届出書、名義書換請求書等のお手続き
用紙のご請求については、名義書換代理人の
フリーダイヤル　0120-87-2031
ホームページアドレス http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html
にて24時間承っておりますので、ご利用ください。



三井生命保険株式会社
東京都千代田区大手町1-2-3
http://www.mitsui-seimei.co.jp/


