
（1）当社では会社法および会社法施行規則にもとづき、取締役会において｢内部統制基本方針｣を
定め、内部統制システムの構築および体制整備に努めております。

第１編　総則

１．目的

この基本方針は、当社の経営理念の具現化に向け、

内部統制態勢全般の整備および運営に関する基本的な

事項を定めることにより、会社業務の適正を確保する

ことを目的とする。

２．定義

内部統制とは、会社業務の適正を確保するための態

勢を有効に機能させることをいう。また、それを達成

し得る組織を整備・運用し、業務の有効性および効率

性、財務報告の信頼性、事業活動にかかわる法令等の

遵守ならびに資産の保全を業務の目的として組み込み、

全ての役職員によって遂行されるプロセスを指す。

３．内部統制態勢の整備

当社は、当社の経営理念、事業の状況、財務の状況

等を前提とし、業務の適正の確保の目的を達成するた

めに、以下のとおり内部統制態勢の整備を行う。

（１）取締役会による基本方針の決定と監督及び取締役

の役割

取締役会は、内部統制の整備および運営に関す

る基本方針を決定し、常務会による内部統制の執

行を監督する。

取締役は、善管注意義務・忠実義務を持って適

正な内部統制の実現を図る。

（２）組織・業務分掌・職務権限・規定

取締役会等は、経営理念及び事業計画を達成す

るために会社の経営組織および各組織の分掌業務

を定め、業務執行の責任と権限を明らかにした職

務権限を定めるとともに、この基本方針に基づき、

必要な規定等を整備する。

（３）内部統制態勢の検証

各組織は、自らが分掌する業務において適時に

内部統制態勢の適正性を検証するとともに、検証

結果について取締役会等に報告する。

取締役会等は、検証の有効性及び内部統制態勢

の適正性を確認し、必要に応じて、組織・分掌業

務・職務権限又は規定の改定を実施する。

（４）取締役および従業員の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 取締役および従業員の職務の執行にあたっては

法令等の遵守が最重要事項であることを徹底す

るとともに、遵守する体制を整備する。

② 当社の事業活動において法令等の遵守違反ある

いはその可能性のある事項を早期に発見し是正

する体制を整備する。

（５）取締役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

取締役の職務の執行に係る情報については、適

切かつ確実に検索が可能な状態で保存・管理する

とともに、閲覧可能な状態を維持する。

（６）損失の危険の管理に関する規定その他の体制

当社の健全性、収益性、あるいは信用等を失う

ような損害を未然に防止するための管理体制を整

備する。

（７）取締役の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 取締役の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の基礎として、取締役会を

原則として3ヶ月に1回以上、定期に開催するほ

か、必要に応じて適宜臨時に開催する。

② 事業活動における迅速かつ効率的な意思決定を

可能とするため常勤取締役をメンバーとする常

務会を設置し、その役割および権限等は上記（2）

で定められた規定に従うものとする。

③ 経営方針を踏まえた経営計画を定め、当社が達

成すべき目標を明確化するとともに、この経営

計画に基づく具体的施策として年度ごとに事業

計画を策定し、実施する。

４．内部統制態勢にかかる領域・項目

内部統制態勢にかかる領域および項目は以下のとお

りとする。

（１）コンプライアンス

（２）商品開発

（３）業務品質の向上

（４）保険募集管理

（５）お客様保護等管理

（６）情報資産保護管理

内部統制システム構築に関する基本方針7
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内部統制基本方針

第１編　総則
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（７）リスク管理

（８）反社会的勢力への対応

（９）財務報告の信頼性確保と情報開示

（10）内部監査

５．監査役による対応

内部統制の推進にあたっては、監査役・監査役会へ

の報告体制を整備する等、監査役との連携を図り、法

令等に従って監査が実効的に行われることを確保する。

（１）監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制

①　監査役の職務を補助すべき従業員を監査役がお

くことを求めた場合には、監査役補助者を任命

することとし、その決定には監査役の同意を得

る。また当該従業員に係る人事異動、人事考課、

処罰等の決定については監査役会の承認を得る

こととする。

② 監査役補助者は、監査役会の業務を行うときは

監査役の指揮命令に従い、当該指揮命令に関し

ては取締役会等あるいは取締役からの指揮命令

を受けないものとする。

（２）監査役への報告および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、常務会その他の重要な会議または委

員会に出席し、意見を述べることができる。

② 監査役は、重要な会議の議事録、取締役が決裁

を行った重要な稟議書類等をいつでも閲覧する

ことができる。

③ 取締役および従業員は、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。

④ 取締役および従業員は、業務または経営に重大

な影響を与える事項が発生した場合、また、法

令等違反その他のコンプライアンス上の問題が

生じた場合には監査役へ速やかに報告する。

⑤ 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを

理由として不利な取扱いを受けないことを確保

する。

⑥ 取締役会等は、監査の実効性を確保するために、

監査役が取締役、従業員、会計監査人等の間で

積極的な意見・情報の交換ができる体制および

必要に応じ弁護士、公認会計士等の助言を受け

ることができる体制を整備するものとする。

６．改廃

この基本方針の改廃は、常務会の審議を経て、取締

役会が決定する。

第２編　コンプライアンス

１．基本的な考え方

当社は、損害保険事業の公共的使命と社会的な責任

を認識し、業務の健全かつ適切な運営の確保および信

頼される企業を目指して、全ての事業活動においてコ

ンプライアンスの推進を図る。

２．重点とする事項

（１）法令等の遵守

法令、各種ルールおよび社内規定等を遵守し、

社会的規範・企業倫理に基づいた公正で公平な事

業活動を行う。

３．コンプライアンス遵守態勢の整備

コンプライアンスを推進し、取締役を含む全ての従

業者の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するために以下の態勢の整備および運営を行う。

（１）コンプライアンスプログラム

コンプライアンス体制の一層の充実と強化を図

り、真のコンプライアンス確立のために会社全体

の実施計画であるコンプライアンスプログラムを

年度ごとに策定する。

（２）規定・マニュアル等

全ての従業者が業務の遂行に際して遵守すべき

事項を定めた「社員行動規範」および適正な法令

等遵守態勢の確立を定めた「法令等遵守規定」を

整備し、それに基づき必要な規定・マニュアル等

を整備する。

（３）体制

①　委員会

コンプライアンス委員会を設置し、コンプラ

イアンス関連情報を基に、コンプライアンス態

勢の実効性ならびにコンプライアンスプログラ

ムを評価し、取締役会に報告する。

②　統括責任者および統括部門

全社のコンプライアンスの統括責任者として、

コンプライアンス統括責任者を設置する。また、

コンプライアンスの統括部門を設置し、コンプ

ライアンスに関する体制の構築・維持・向上を

推進する。

③　コンプライアンス責任者

各部門におけるコンプライアンスの実効性を

確保するため、各部門の部門長をコンプライア

ンス責任者とする。
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第３編　商品開発

１．基本的な考え方

当社で取扱う全ての保険商品が、お客様等の保護を

図りかつ収益性を確保するよう、商品の開発および改

廃に係る業務の健全かつ適切な運営を確保する。

２．重点とする事項

（１）保険契約の内容が、お客様等の需要および利便等

の社会的適合性を有するものであり、お客様等の

保護に欠けるおそれのないものとする。

（２）保険契約の内容が、公序良俗に反し、または反す

る行為を助長し、もしくは誘発するおそれのない

ものとする。また、その他法令等の定めに反する

ものでないこととする。

（３）保険契約の内容および保険料が、特定の者に対し

て不当な差別的取扱いをするものでないこととす

る。

（４）保険料および責任準備金等が、保険数理に基づき

合理的かつ妥当であり、収益性を確保するもので

あることとする。

３．商品の開発および改廃にかかる態勢の整備

適正な商品開発および改廃を実現するために、以下

の態勢の整備および運営を行う。

（１）規定・マニュアル等

商品開発等の決定にかかる必要な事項等を定め

た「保険商品の開発および改定に関する規定」を

整備するとともに、その他必要な規定・マニュア

ル等を整備する。

（２）体制

①　委員会等

保険商品の開発または改廃を行うにあたり、

募集面、法制面等あらゆる観点から検証を行い、

総合的に協議することを目的とした委員会等を

設置する。

②　商品開発部門

商品の開発および改廃等を行う商品開発部門

を設置する。

第４編　業務品質の向上

１．基本的な考え方

業務品質の向上を図ることにより、当社の経営理念

に基づく安心と満足のお客様への提供を具現化する。

２．重点とする事項

（１）業務の健全・適切な運営、公正な保険募集を確保

し、適切なお客様保護を実現するために保つべき

品質レベルを業務品質基準として策定する。

（２）業務品質の向上を実現するために、業務品質基準

に基づく強固な内部管理態勢を「業務管理レベル」

「業務遂行レベル」の階層で整備する。

３．業務品質の向上に係る態勢の整備

（１）規定・マニュアル等

業務品質向上の実効性確保に係る基本的事項を

定めた「業務品質の向上に関する規定」を策定し、

その他業務品質の向上に関して必要な規定・マニ

ュアル等を整備する。

（２）体制

業務管理レベルを担う部門を設置し、業務品質

基準の策定および業務品質基準を前提とした管理

態勢を整備する。

第５編　保険募集管理

１．基本的な考え方

当社は、お客様に安心と満足を提供しお客様から信

頼を得るために、業務の健全かつ適切な運営の維持、

保険募集の公正およびお客様の保護を実現できる保険

募集管理態勢を整備する。

２．重点とする事項

（１）保険募集に関する法令等について、目的や主旨を

十分に理解し、公正かつ適切に法令等を遵守した

保険募集を実現する。

（２）保険募集の適正性を確保するための社内態勢や制

度を確立し、全ての役職員・代理店・募集人に対

する教育・指導を徹底する。

（３）お客様が意向と実情に沿った適切な保険商品を選

択できるよう保険契約の重要な事項について十分

に説明し、お客様が理解できるように努める。

３．保険募集管理態勢の整備

適正な保険募集管理の確立および推進をするために、

以下の態勢の整備および運営を行う。

（１）規定・マニュアル等

保険募集に関して遵守すべき事項を具体的に示

した「保険募集コンプライアンスマニュアル」を

策定するとともに、「保険募集に関する管理規定」

その他保険募集管理の業務遂行のために必要な規

定・マニュアル等を整備する。また、保険募集に

おける勧誘行為の適正性の確保に関する事項等を
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定めた「勧誘方針」を策定し、公表する。

（２）体制

①　委員会等

新たな募集方法および募集形態等を実行する

場合、その適切性を検証することを目的とした

委員会等を設置する。

②　管理部門

保険募集管理が適正に機能するよう全社的な

態勢整備を行う「保険募集（態勢）管理部門」

および保険募集管理の遂行に関する事項の企

画・立案・推進を実行する「保険募集（業務）

管理部門」を設置する。

第６編　お客様保護等管理

１．基本的な考え方

当社は、お客様の保護および利便の向上の重要性を

認識し、保険契約管理および保険金等支払いに関する

迅速性および適切性を確保するなど適正なお客様保護

等管理態勢を整備する。

２．保険契約管理

（１）目的

保険契約の成立、保全にかかる一連の業務にお

いて、迅速性および適切性を確保し、当社のお客

様の保護および利便性を図る。

（２）重点とする事項

①　お客様の保護の観点から迅速・適切な保険契約

管理を行う。

②　全ての役職員および代理店に対し、保険契約業

務における迅速性および適切性が重要であるこ

とを周知徹底する。

③　お客様の保護および利便性の向上の観点から、

保険契約業務の遂行状況および保険契約管理の

整備状況を検証の上評価し、必要に応じて見直

しを図る。

④　保険契約業務の遂行および保険契約管理の整備

上、不適切な事象が発生した場合には、適切に

対処する。

（３）保険契約管理態勢の整備

①　規定・マニュアル等

保険契約管理に係る基本的事項を定めた「保

険契約管理に関する管理規定」を策定し、その

他保険契約業務および保険契約管理に関して必

要な規定・マニュアル等を整備する。

②　体制

保険契約管理が適正に機能するよう全社的な

態勢整備を行う「保険契約管理（態勢）管理部

門」および保険契約管理の遂行に関する事項の

企画・立案・推進を行う「保険契約管理（業務）

管理部門」を設置する。

３．保険金支払管理

（１）目的

保険金の支払業務が保険会社の最も重要な機能

の一つであることを深く認識し、迅速かつ適正な

保険金の支払を行う。

（２）重点とする事項

①　お客様保護の観点から、迅速・適正・誠実な対

応を行う。

②　保険金の支払業務に係る社員に対して、中長期

にわたる人材の育成と能力の開発・向上に努め

る。

③　保険金の支払業務が適正に行われるよう、事務

処理態勢の充実、システム開発投資、人員配置

等の経営資源の配分を適切に行う。

④　各種法令・社内規定等を遵守するとともに、不

当な保険金の請求に対しては、断固たる姿勢で

対応する。

（３）保険金支払管理態勢の整備

①　規定・マニュアル等

迅速・適切な保険金支払業務および公正かつ

厳密な保険金支払管理業務について基本的事項

を定めた「保険金支払に関する管理規定」を策

定し、その他保険金支払に関して必要な規定・

マニュアル等を整備する。

②　体制

保険金支払に関する態勢整備を統括する「保

険金支払（態勢）管理部門」および保険金支払

に係る事務全般を統括管理する「保険金支払

（業務）管理部門」を設置する。また、保険金支

払結果に対してお客様が不服を申し立てた案件

について、改めての審議を行う「保険金支払再

審査委員会」を設置する。

４．お客様の声への対応管理

（１）目的

お客様の声を真摯に受け止め、誠実かつ迅速な

対応を行うとともに、商品・サービスの改善に努

める。

（２）重点とする事項

①　お客様の声への対応を最優先の課題と位置づけ、

迅速、適切かつ誠実に対応する。

②　お客様の声に常に傾聴の姿勢で、積極的に収集
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に努める。

③　お客様の声を商品・サービスの改善に活かし、

お客様満足度の向上に努める。

（３）お客様の声への対応管理態勢の整備

①　規定・マニュアル等

お客様の声への対応の適正性を確保するため

の管理について基本的事項を定めた「お客様の

声対応に関する管理規定」を策定し、その他お

客様の声対応管理に関して必要な規定・マニュ

アル等を整備する。

②　体制

お客様の声対応管理が適正に機能するよう全

社的な態勢整備およびお客様の声対応管理の遂

行に関する事項の企画・立案・推進を行う「お

客様の声対応管理部門」およびお客様の声対応

管理の遂行に関する事項の企画・立案・推進を

行う「お客様の声対応（業務）管理部門」を設

置する。また、お客様の声対応としての再発防

止策・業務改善策の有効性の検証等を行う「お

客様の声検討委員会」を設置する。

５．外部委託管理

（１）目的

保険募集以外の当社の業務を外部委託する場合

において、委託業務の正確、的確かつ迅速な処理

の確保ならびにお客様情報やお客様への対応の管

理の適切性を確保する。

（２）重点とする事項

①　外部委託する業務は、委託業務の品質が確保で

き、効率の向上が確保できるものとする。

②　委託業務の品質を確保するために、公正かつ効

率的に業務を遂行できる能力を有する事業者を

選定する。

③　委託する事業者、委託契約、委託業務が適切で

あることを適時かつ適切に管理する。

④　業務委託契約において、個人情報保護などの安全

対策等、お客様保護および当社の経営の健全性

を確保するために必要となる事項を明確にする。

（３）外部委託管理態勢の整備

①　規定・マニュアル等

当社の業務を社外事業者に委託する場合のお

客様情報の管理等の適切性を確保するための基

本的事項を定めた「社外事業者との取引に関す

る管理規定」を策定し、その他社外事業者との

取引に関する管理に関して必要な規定・マニュ

アル等を整備する。

②　体制

外部委託管理の適切性の確保を図るため、外

部委託管理を統括する部門を設置する。

６．利益相反管理

（１）目的

当社が行う取引に関して、お客様の利益が不当

に害されることがないよう、利益相反管理を行う。

（２）重点とする事項

①　当社が行う取引を検証し、利益相反のおそれの

ある取引を特定し、これを適切に管理する。

②　利益相反管理を適切に行うために、教育・研修

を実施し、役職員に周知・徹底する。

（３）利益相反管理態勢の整備

①　規定・マニュアル等

適切な利益相反管理のための基本的事項を定

めた「利益相反管理規定」を策定し、その他利

益相反管理に関して必要な規定・マニュアル等

を整備する。

②　体制

対象取引の特定および管理を統括するため、

利益相反管理責任者および利益相反管理統括部

門を設置する。

第７編　情報資産保護管理

１．基本的な考え方

当社はお客様情報、財務情報、株主情報等の情報資

産の重要性およびそれを保有する当社の社会的責任を

踏まえ、個人情報の保護に関する法律等の関係法令お

よびその他社会的規範を遵守し、情報資産を適切に保

護管理する。

２. 重点とする事項

（１）保有する情報資産を特定し、情報資産毎の重要

度に応じた安全管理を行う。

（２）全ての役職員に情報資産の保護・管理の重要性

およびその取扱いについて周知徹底する。

（３）常に進化・変化し続ける情報の送受信や保管に

係る技術や環境等に適時・適切に対応する。

３．情報資産保護管理態勢の整備

適切な情報資産保護管理を確保および推進するため

に、以下の態勢の整備および運営を行う。

（１）基本方針・規定

個人情報（特定個人情報を含む）の適正な取扱

いに関する必要な事項を定めた「個人情報保護宣

言（個人情報保護に関する基本方針）」、並びに当

社の情報資産を安全に管理し、情報の機密性、完

BusinessReport_1-10目次済.qxd  16.7.4 9:59  ページ 16



17

全性および可用性の維持の実現に必要な事項を定

めた管理規定を整備し、これらに基づき、情報資

産保護管理の業務遂行のために必要な規定・マニ

ュアル等を整備する。

（２）体制

①　全社の情報セキュリティの統括責任者として、

情報セキュリティ統括責任者を設置する。また、

IT情報セキュリティの統括部門および一般情報

セキュリティの統括部門を設置する。

②　各部門における情報資産の使用と適切な管理に

ついて責任を負う情報セキュリティ管理者を設

置する。情報セキュリティ管理者は、部門にお

ける安全対策の周知・維持・管理を実施し、そ

れを有効に機能させる義務を有する。

③　個人情報管理の統括責任者として個人情報管理

責任者を設置する。また、個人情報保護に関す

る実務を統括する部門として個人情報管理統括

部門を設置する。

④　各部門における個人情報の適切な管理に関する

責任者として個人情報管理者を設置する。

第８編　リスク管理（損失の危険を適切に管理すること）

１．基本的な考え方

リスクとは、『事業の目的達成または計画の実現を阻

害し、影響を及ぼす恐れのある事象をいい、また、否

定的な事態や出来事に留まらず、肯定的な事態や機会

を失すること、充分に機会を生かせないこと』を言い、

リスクを適切に管理する態勢を整備する。

２．リスク管理の分類

リスク管理はその目的から以下の2種に分類される。

（１）統合的リスク管理

（２）危機管理・業務継続体制管理（BCM）

３．統合的リスク管理

（１）統合的リスク管理の目的

統合的リスク管理は、当社が直面するリスクを

総体的に捉えた上で、定量的に把握したリスク量

を自己資本等と比較・対照し自己管理型のリスク

管理を行うこと、および定量的に把握が難しいリ

スクについても当社が重要と認識するものについ

て定性的に特定・把握し管理を行うことで、リス

クを会社の定める許容範囲内に抑えることを目的

とする。

（２）リスク管理に対する取組姿勢

当社が直面しているまたは将来直面するであろ

う全ての予見可能な重大なリスクを認識した上で、

以下のとおり対応するものとする。

①　リスク管理は、全ての業務範囲において統合的

に実施する。

②　リスク管理は、会社の組織を横断して継続的に

実行する。

③　リスク管理は、全ての従業者により遂行する。

④　リスク管理は、潜在的事象を適切に管理するた

めの手段として、顕在化事象を把握した上で遂

行する。

（３）統合的リスク管理の対象となるリスクカテゴリー

①　保険引受リスク

②　資産運用リスク

③　資金繰りリスク

④　オペレーショナルリスク（事務リスク、システ

ムリスク、法令等リスク）

⑤　その他、当社が統合的リスク管理対象と定義し

たリスク

（４）統合的リスク管理の管理態勢

①　経営レベル（取締役会、常務会、統合的リスク

管理委員会）、リスク管理レベル（リスク管理

部）、業務遂行レベル（各部門）の3階層がそれ

ぞれの役割を果たすことで、リスク管理の実効

性を確保する。

②　全社的なリスク管理の体制および方針、リスク

管理の運用・検証に関し、常務会に対する諮問

機関として、またリスク管理の枠組みが有効に

機能・維持され、基準が遵守されているかを検

証する監視機関として、「統合的リスク管理委員

会」を設置する。

③　統合的リスク管理の実現に必要な事項を定めた

規定・マニュアル等を整備する。

（５）各リスクカテゴリーの管理態勢

①　規定・マニュアル等

リスクカテゴリー毎に、各々のリスク管理の

実現に必要な事項を定めた規定・マニュアル等

を整備する。

②　体制

リスクカテゴリー毎に所管する管理部門を設

置するとともに、リスク特性に応じて委員会等

の体制を整備する。

（６）許容するリスク

経営の健全性を確保するために、当社が許容す

るリスクは以下のとおりとする。

①　事業目標に整合するリスク

②　コンプライアンスに適合するリスク

③　経営レベル、リスク管理レベル、業務遂行レベ
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ルの各階層による適切な管理が可能なリスク

④　収益、資本と適切にバランスするリスク

（７）リスク許容度

経営の健全性を確保するための管理手法として、

リスク許容度を自己資本の一定の範囲内で設定し、

統合リスク量がリスク許容度の範囲内かについて

検証する。

４．保険引受リスク管理

（１）目的

保険引受リスクとは、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う。

保険引受リスク管理は、保険の引受けにかかる

様々なリスクを把握・管理し、経営の健全性の維

持・向上を図ることを目的とする。

（２）重点とする事項

①　保険商品ごとに損害率を定期的に把握し管理す

る。損害率の悪化が経営に重大な影響を与える

ことが予測される場合には、必要に応じて商品

の改廃、引受基準の改定、商品政策の変更等、

損害率改善のための方策を講じる。

②　保険商品ごとに適切な保有限度額を設け、再保

険によるリスクの分散等、必要な措置を講じる。

③　集積リスクに対する再保険手配については、集

積額、予想最大損害額、異常危険準備金等の要

素を総合的に勘案する。

④　再保険（出再・受再）については、出再先また

は出再者の信用状況を確認し、保有限度額規定

または引受基準の範囲内において、適度な再保

険責任の分散または妥当な金額の引受けを行う。

５．資産運用リスク管理

（１）目的

資産運用リスクとは、保有する有価証券その他

の資産の通常の予測を超える価格の変動等により

当社が損失を被るリスクをいう。

資産運用リスク管理は、資産運用業務を遂行する

うえで抱えるリスク要因を適切に把握・管理し、経

営の健全性の維持・向上を図ることを目的とする。

（２）重点とする事項

①　資産運用に関する戦略目標策定に際し、資産運

用リスクを最小限度に抑えるのか、能動的に一

定の資産運用リスクを引き受けたうえで収益を

上げることを目標とするのか等を明確にする。

また、負債特性および会社全体として許容でき

るリスク量を考慮した資産配分等を行う。

②　リスク・リミットの設定は、自己資本、収益力、

リスク管理能力、保険金等の支払能力等の経営

体力を踏まえ、会社全体として許容できるもの

とする。

③　資産運用部門からの牽制を確保するため、資産

運用部門から独立した「資産運用リスク管理委

員会」を設置し、資産運用リスクのモニタリン

グ、リスクコントロールの検証等を行う。

６．資金繰りリスク管理

（１）目的

資金繰りリスクとは、収入の減少や支出の増加

により資金繰りが悪化し、資金の確保に通常より

も著しく低い価格での取引を余儀なくされること

により当社が損失を被るリスクをいう。

資金繰りリスク管理は、このリスクを把握・管

理することにより、経営の健全性の確保を図るこ

とを目的とする。

（２）重点とする事項

将来キャッシュフローの適切な予測を行う。

７．オペレーショナルリスク管理

（１）目的

オペレーショナルリスクとは、以下のリスクを

指し、これらのリスクを把握・管理し、経営の健

全性の維持・向上および信頼性の確保を図ること

を目的とする。

①　事務リスク

役職員ならびに代理店が正確な事務を怠る、

あるいは事故・不正等を起こすことにより当社

が損失を被るリスク

②　システムリスク

システムの不適切な管理が、情報システムの

利用目的の達成を阻害し、当社が損失を被るリ

スク

③　法令等リスク

法令等の制定・改正等に起因するリスク、規

制環境における変化に起因するリスク、あるい

はコンプライアンスまたは規制の基準、方針、

実務を正しく理解しない、または効果的に適用

し遵守できないことによって起こるリスク

（２）重点とする事項

①　事務リスク

正確・適正な事務処理を確保することにより、

事務ミス発生防止、内部不正の防止に努めると
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ともに、それらが発生した場合は迅速な対応を

行う。

②　システムリスク

適切なシステム管理態勢を維持・発展させ、

リスクの発現を防止するとともに、リスクが発

現した場合には損失の最小化を図るなど、安定

したシステムを提供する。

③　法令等リスク

法令等の制定・改正等に起因するリスクの洗

い出しを行うことにより、リスクの発現を防止

する。また、リスクが発現した場合には損失の

最小化を図る。

④　顕在化した事務事故等の情報を共有することに

より、潜在するリスクを早期に発見・処置し、

顕在化を未然に防止するため、「オペレーショナ

ルリスク管理委員会」を設置する。

８．危機管理・業務継続体制管理

（１）目的

経営に重大な影響を及ぼす緊急事態である危機

発生のリスクに対し、平時より備えるとともに、

危機発生または発生する恐れがある場合に、役職

員等の生命及び身体、当社資産への被害を防止・

削減し、当社が被る経済的損失を極小化したうえ

で、お客様や代理店の対応等への影響を最小限に

抑えるため、当社事業を継続させる、もしくは当

社業務を可及的速やかに復旧させる態勢の構築を

目的とする。

（２）重点とする事項

①　平時より、何が危機であるかを認識し、危機発

生または発生する恐れがある場合に、全ての役

職員の迅速・的確な対応を実現するために、危

機管理・業務継続体制管理を所管する部門を設

置し、必要な態勢（体制・規定・マニュアル等）

の整備を行う。

②　危機が発生した場合は、関連規定、マニュアル

等に基づき、適切な初期対応、復旧に向けた対

応を行う。

第9編　反社会的勢力への対応

１．基本的な考え方

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的

勢力との関係遮断に向けて断固たる対応に努め、警察

や弁護士等とも連携して毅然とした姿勢で組織的に対

応する。

２．反社会的勢力への対応にかかる態勢の整備

反社会的勢力との関係遮断のために、以下の態勢の

整備および運営を行う。

（１）基本方針

反社会的勢力との関係遮断のために必要な事項

を定めた「反社会的勢力に対する行動指針」を整

備し、それに基づき、必要な規定・マニュアルを

整備する。

（２）体制の整備

反社会的勢力への対応に関する主管部門および

統括窓口を設置する。主管部門と統括窓口は弁護

士・警察との連携を図り対応する体制とする。

第10編　財務報告の信頼性確保および開示

１．基本的な考え方

財務報告に係る内部統制態勢を整備・運用し、評

価することにより、財務報告の記載内容の適正性を

担保し、財務報告の信頼性を確保する。また、財務

報告の適正性を確認し、開示するための手続きを実

施する。

２．財務報告にかかる内部統制の整備

財務報告の信頼性確保および適切な開示のために、

以下の態勢の整備および運用を行う。

（１）規定・マニュアル等

保険金の支払いおよび保険契約上の債務を確実

に履行するために、適切な責任準備金および支払

備金の積立、ソルベンシー・マージン比率を指標

とした経営の健全性の確保等を定めた「財務の健

全性・保険計理の管理規定」を整備し、その他財

務報告の信頼性確保および開示に関して必要な規

定・マニュアル等を整備する。

（２）体制の整備

責任準備金等およびソルベンシー・マージン比

率の統括部門を設置し、作成部門および検証部門

を責任準備金等の種類に応じて適切に定める。

第11編　内部監査

１．内部監査の目的

内部監査は、内部管理の有効性について検討・評価

し、経営目標の効果的な達成に役立つことを目的とする。

２．内部監査の定義

内部監査とは、業務ラインから独立した立場で内部

管理の主要目的（リスク管理の適切性、業務運営の効
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率性と有効性、財務報告の信頼性、法令等および社内

諸規程の遵守等）の達成状況を客観的に評価し、これ

に基づいて意見を述べ、助言・提言を行う一連のプロ

セスを指す。

３．内部監査に対する取組姿勢

適切な内部管理態勢の構築を図る上で、内部監査が

重要であるとの認識に基づき、内部監査の機能が十分

発揮できる態勢を整備し、監査重点項目に対する適切

かつ実効性ある監査の実施に努める。

４．内部監査態勢の整備

適切かつ実効性のある監査の実施のために、以下の

態勢を整備し、その運用を図る。

（１）内部監査規定・内部監査実施要領

内部監査の実施、情報入手、守秘義務等の権限

及び責任を明確にするために、内部監査規定を策

定するとともに、内部監査の実効性を確保するた

めに内部監査実施要領を整備する。

（２）内部監査重点項目の設定

内部監査の有効性および実効性を高めるため、

当社における主要リスク、各部門における課題等

を把握し、これらを基に内部監査重点項目を年度

ごとに定める。

（３）内部監査計画

内部監査重点項目をふまえ内部監査計画を策定

し、効率的かつ実効性のある内部監査の実施に努

める。

（４）体制の整備

内部監査部門を設置し、その機能が十分に発揮

され、被監査部門から不当な制約を受けることな

く監査業務を遂行できるよう、独立性を確保した

体制とする。更に、内部監査の独立性を確保する

ために、監査部門を担当する取締役は、他の業務

執行部門を担当しないこととする。

（５）取締役会への報告

取締役会に対して年度監査報告を行うとともに、

重要な監査指摘事項については、適時、適切な報

告を行う。

（６）監査役との連携

監査役監査および内部監査の役割を認識した上

で、監査の効率性・実効性を高めるために、内部

監査計画、項目および結果等の報告を監査役に対

して行う。また、監査役から提供された課題等を、

監査計画の策定および監査実施の際に活用する。

（７）問題点の是正

内部監査において発見・指摘された事項につい

ては、その重要度を勘案した上で改善計画を策定

し、内部管理上の問題点の是正に努める。

（2）運用状況について
平成27年度の主な運用状況は以下の通りです。
①　取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制とし
て、全常勤役員が参加するコンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンスの
実効性の確保を行う態勢としています。また、社のコンプライアンスの実施計画（コンプラ
イアンスプログラム）の策定や、定期的に取締役会にコンプライアンスの重要事項の報告及
び必要な対応を行う等、コンプライアンス遵守体制の整備を行っています。

②　9月18日の取締役会において、昨今の法令等の改正に対応するため、法令等遵守マニュアル
（コンプライアンスマニュアル）の改定を行い、下期全社員対象に改定箇所を中心に学習会
を行いました。

③　損失の危険の管理に関する規定その他の体制を確保するため、全社的なリスク管理に関する
常務会の諮問機関並びにリスク管理の枠組みに関する監視機関として統合的リスク管理委員
会を設置し、四半期毎以上の審議を実施し、重要事項を取締役会に報告しました。

④　内部統制システムの重要性の理解を図るため、第4四半期に全社員を対象としてWEBを活
用した内部統制に関する学習プログラムを実施しました。
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