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AXAは

AXAは1817 年にフランスで生まれ、
世界 57 の国と地域、約 1 億 100 万人の
お客さまから信頼をいただいている

＊

世界最大級の保険・資産運用グループです。

ヨーロッパ地域

アメリカ地域
従業員

従業員

105,526人

18,916人

アジア・パシフィック
および中東地域
従業員

36,016人

アフリカ地域
従業員

世界に 約

世界に 約

1 100
16
A+
57
億

万人の
お客さま

総売上

万3,000人の従業員

運用資産総額

S&P 保険財務力格付け

世界

2,981人

の国と地域で
事業展開

約

9 7,300
107 7,921
4,408
4,886
兆

億円

（約861億ユーロ）

約

兆

億円

（約1兆790億ユーロ）

アンダーライング・
アーニングス

（基本利益）

約

億円

（約39億ユーロ）

純利益

約

億円

（約43億ユーロ）

数値は2011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＝¥113.0
（2011年平均）
運用資産総額：1ユーロ＝¥99.9
（2011年12月末）
※ アンダーライング・アーニングス
（基本利益）
とは、
アジャステッド・アーニングス
（調整後利益=非恒常的取引による影響額とグループ全体の営業権償却額を除いた純利益のグループ持分）
から株主
に帰属するネット・キャピタルゲインおよび2001年9月11日の米国同時多発テロによる影響を除いたものです。
※ 標記の格付けはアクサ生命の格付けではありません。2012 年 12月19日時点の AXAグループの主要な子会社に対する格付機関の評価であり、保険金支払等に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、上記の格付機関（スタンダード＆プアーズ・レーティング・サービシズ）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。
＊ インターブランド社「BEST GLOBAL BRANDS」より
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AXA グループの日本における事業展開

AXAグループは日本において、保険、資産運用、アシスタンスなど、
フィナンシャル・プロテクションに関するさまざまな分野で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メンバーカンパニーとも密接に連携し、
お客さまの一生涯をサポートする商品・サービスをご提供しています。

経営管理・監督

100%*

アクサ生命保険
株式会社

業務の代理・
事務の代行

アクサ ジャパン
ホールディング
株式会社

経営管理・
監督

アクサ損害保険

100%*

株式会社

通販チャネル

（アクサダイレクト）

業務の代理・
事務の代行

ネクスティア生命保険
株式会社

経営管理・監督

インターネット
通販チャネル

97.85%*

* アクサ ジャパン ホールディング株式会社が所有する議決権の割合
連携

その他のAXAメンバーカンパニー
資産運用サービス
・ アクサ・インベストメント・
マネージャーズ株式会社
・ アライアンス・バーンスタイン株式会社
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不動産投資・資産管理サービス
・ アクサ・リアル・エステート・インベストメント・
マネージャーズ・ジャパン株式会社

アシスタンスサービス
・ アクサ・アシスタンス・
ジャパン株式会社

AXAグループの日本における事業展開

幅広い販売チャネルで、お客さまに最適なソリューションをご提供します
アクサ生命は、お客さまの特性に応じた販売チャネルを通じ、商品・サービスをご提供しています。
各チャネルには、専門の教育を受けた社員を配置し、お客さまのニーズに最適なソリューションでお応えします。

専属営業社員による販売チャネル

アクサ

CCI チャネル

全国各地の商工会議所の共済制度や福祉制度の引受保険会社
として、専門知識を持った専任の営業社員を通じて、経営者のリ
スク対策、事業承継対策、従業員の福利厚生プランのご提案な
どを行っています。

アクサ

FA チャネル

フィナンシャル・プランニングの知識を有する専門の担当者が、
ライフプランのアドバイスを通じてニーズにあわせたソリュー
ションを提供する、付加価値の高いコンサルティングサービスを
行っています。

保険代理店を通じた販売チャネル

アクサ エージェント チャネル
保険専業代理店、税理士、公認会計士、保険ショップなど、全国
約 2,700 のプロフェッショナルな代理店を通じて、個人・法人の
お客さまに対するリスクマネジメント、
コンサルティングサービス
のご提案を行っています。

企業・団体に向けた販売チャネル

アクサ コーポレート チャネル
企業や官公庁、組合などの団体向けに福利厚生制度導入のサポー
トを行っています。約 1,700 の企業・団体の従業員、そのご家族、
退職者の方々のニーズにあわせた最適なソリューションのご提案
を行っています。

金融機関での窓口販売チャネル

アクサ金融法人 チャネル
銀行や証券会社などの金融機関において、変額個人年金保険など
の 資 産 形 成 型 商 品 の 窓 口 販 売 を 通じて 、お 客 さまに最 適 な
ソリューションのご提供を行っています。
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ジャン = ルイ・ローラン・ジョシ
アクサ生命保険株式会社
取締役 代表執行役社長 兼 CEO

2011年度を振り返っていかがでしたか

最初の教訓は、
まず社員の安全を守ることです。社員はアクサ生
命にとって最も大切な財産です。そして社長である私の役割は、
ま

まず初めに、2011年3月11日に発生した東日本大震災によっ

ずその社員を守ることに集中することでした。なぜならば社員を守

て被害に遭われたみなさまに、改めて哀悼の意を表するとともに、

ることができない会社に、お客さまを守ることはできないと考えた

心よりお見舞いを申し上げます。

からです。

今回の大震災は、
日本のみなさん、そしてアクサ生命の社員にと

第2の教訓は、大災害時には社内外へのコミュニケーションが非

っても、
とても厳しく、
また大変つらい経験となりました。700名以

常に重要となるということです。私は危機的状況の中で下したさま

上もの当社のお客さまがお亡くなりになられ、社員と代理店におい

ざまな決断や、被災地域のお客さま、そして社員からのフィードバッ

ても2名を失っております。

クなどをまとめたメッセージを毎日社員に送り続けました。またお客

私たちは困難な状況に置かれているお客さまにいち早く保険金
をお支払いするため、
ひとりひとりご訪問し、被災状況を確認させて

さまに対しては特例措置の具体的な内容などについて、明確にお伝
えするということがたいへん重要な活動となることも学びました。

いただき、総額 53 億円の保険金をお支払いいたしました。復興に

第3の教訓は、流言などに対しては真実をもって立ち向かうとい

は長い時間がかかることと思いますが、
アクサ生命は被災地域に対

うことです。この前例のない大災害で数知れない流言が巷に流れま

し、最善の支援を続けていく所存です。

したが、当社ではクライシスチームが直ちに裏づけ調査を行い、社

またこの場をお借りして、
この危機的な状況のもとにおいて、落

内に真実を伝えることで、平静と秩序を維持することができました。

ち着いて迅速に対応にあたってくれた社員に対しても感謝の意を

第4の教訓は、事業継続計画と迅速に通常業務モードに戻ること

表しておきたいと思います。私はこの前例のない危機を極めて冷

の大切さです。この観点からいえば、私たちは大震災発生後の週明

静かつ着実に乗り越えた、熱意と能力の高さに強く心を打たれまし

け月曜日に予定通り経営会議を開催することを決断しました。そし

た。彼らなくしては、お客さまにこれほど早く安心をお届けすること

て火曜日には危機解決のための専門チームを立ち上げ、大部分の

ができなかったことはいうまでもありません。震災後、彼らは被災

社員に対し、通常業務モードに復旧するよう指示しました。

地域のお客さまにいち早く必要な支援をご提供するための活動に

最後の教訓は、世界的な保険・資産運用グループの一員であると

全力を尽くし、震災から1年を過ぎた時点で被災地域のお客さまの

いうことの恩恵を享受できたことです。フランスの本社は、当社の

99.9%の方々と連絡をとることができました。

危機管理能力を全面的に信頼し任せてくれましたが、
ひとたび私た

素直な感想を申し上げると、
これほどの危機に直面して、なお冷

ちが支援要請を行なえば、世界中のアクサグループ企業が協力し

静沈着な対応のできる国民は日本人をおいていないのではないか

て多大な支援を提供してくれました。これらの支援により、私たちは

と感じています。

状況をよく知る専門家の助言を仰ぎながら、危機を乗り越えること
ができました。

どのような教訓を得ましたか。

AXAグループにおけるアクサ生命の財務上の重要性に
保険会社である当社の最も重要な使命は、お客さまがより安心

ついてお聞かせください。

して生活できるようお守りすること、そして必要な時に最善のサー
ビスをご提供することであると改めて心に刻みました。また大震災
からは、5つの重要な教訓を得ました。

私たちアクサ生命は世界最大級の保険･資産運用グループ

AXAにとって極めて重要な子会社のひとつです。主要業績評価指
標をみてみましょう。
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まず企業価値を示すヨーロピアンエンベデッドバリューでは、ア

います。3つの優先課題を掲げた柱とはすなわち、
「価値の最大化」

クサ生命はAXAグループの生保・貯蓄事業分野の企業価値全体の

「収益を伴った成長の加速」
「資本の最適化」であり、
これらはその

16.1%を占めています。とくに新規契約から生み出される企業価

イネイブラーである2つの柱、
「カスタマーセントリシティ」
「信頼と

値においては、生保・貯蓄事業分野全体の約 4 分の 1を占めるまで

成果を重視する企業文化の醸成」によって支えられています。優先

に至っています。またアンダーライング・アーニングス
（基本利益）
で

課題については似たようなものを持つ会社もあるでしょう。
しかし、

は、生保・貯蓄事業分野の 14%を占めており、
アクサ生命がAXAグ

お客さまにより安心をご提供し、信頼関係を深めていくことを目指

ループの成功に大きく貢献している企業のひとつであることがわか

したこのイネイブラーを2つの柱としてもつことにより、
さらなる差

ります。

別化を図っていくことができると強く確信しています。

2011 年度の業績を具体的に申し上げますと、保険料等収入
は東日本大震災の影響を受けたものの、前年同期比 5.3% 増の

最初の柱は「信頼と成果を重視する企業文化の醸成」です。

6,677 億円となり、増収を達成いたしました。一般事業会社の営

当社は保険会社として、お客さまがより安心して生活できるよう

業利益にあたる基礎利益は、資産運用収益の増加により前年同期

お守りするという重要な使命を担っています。他の業界と違い、私

比51.1%増の656億円となりました。当期純利益は、前年同期比

たちが扱う商品は目に見えるものではありません。だからこそ私た

83.2%減の153億円となりましたが、これは前年同期に有価証券

ちの成功には、私たちの持つ崇高な使命を達成しようする社員の参

による売却益などにより653億円の利益を一時的に計上したこと

画意識の高さが大きく影響します。つまり、参画意識の高い社員を

によるものです。両期における一時的な要因を除いた場合は、11

養成するということが間違いなく私の一番の仕事なのです。そのた

億円の増益となります。実質純資産については財務健全性を確

めには、時に行き過ぎるきらいのある命令統制型の企業文化から、

保するために着実に増加させており、お客さまにご安心いただけ

権限委譲を積極的に推し進める企業文化への変革が必要です。ま

る十分な水準を維持しております。保険金の支払余力を示すソル

たそれは個人プレーを減らし、チームワークを推し進めることでも

ベンシー・マージン比率は、
より厳格化された計算基準においても

あります。この信頼と成果を重視する企業文化の醸成は、私たちの

599.5%と、高い水準を維持しております。

ビジネスのやり方を変革し、
より効率性を高め、
より従業員の参画
意識を高めることにつながるものなのです。

アクサ生命の使命と、その達成に向けた戦略についてお
聞かせください。

2 つ目の柱は「カスタマーセントリシティ（お客さま中心主義）」
です。
私たちはお客さまがアクサ生命に接するたびに喜んでいただけ

数値目標を達成すること以上に、私たちは崇高な使命を担っ
ています。それはお客さまの生活を支え、安心をお届けすることで

るようにお客さまへのサービスやその提供方法を変革していかな
ければなりません。

す。こうした意味においては、私たちの最大の優先課題は、
この使

その一例として、
カスタマーサービスセンターの営業時間を平日

命を果たし、日本でお客さまから選ばれる保険会社となるというこ

9-17時から19時までに拡大し、土曜日の受付も開始しました。ま

となのです。こうした目標を達成するための中期経営戦略として

た、お客さまにコンタクトポイント
（コールセンター、
ウェブサイト、

Ambition V（アンビションV）を策定しました。このAmbition Vは

対面など）
を自由に選んでいただけるマルチアクセス戦略に着手い

5つの柱によって構成されており、3つの優先課題を掲げた柱と、そ

たしました。

の達成を側面から支えるイネイブラーである2 つの柱からなって
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3つ目の柱は当社の持つ「価値の最大化」を図ることです。

商品とサービスに関する戦略について、もう少し具体的

当社には、200万人以上のお客さま、400万件以上の保険契約、

にご説明いただけますか。

そして2,000を超える法人顧客という大規模な事業基盤がありま
す。
ここでの目的は、
これらのお客さまとの関係のさらなる強化を図

社会の変化に対応してイノベーションを進める取り組みのひと

り、満足度を高めていただき、
よりよい商品をご提供させていただく

つとして、昨年、
「 治療保障のがん保険」を発売いたしました。この

ことです。こうした観点から、私たちは現在、営業陣容の拡大と営業

商品のローンチにあたって私たちは、従来型の入院保障中心の医

担当者の質の向上に注力しています。

療保険へのニーズに加えて、今後ますます高まる治療に対する保
障へのニーズに着目しました。私たちがこの商品を特約ではなく、

第4の柱は「収益を伴った成長の加速」です。

単品の商品として発売したことの背景には、新規のお客さまにも新

日本には成長が見込まれる事業エリアが多数存在し、
アクサ生命

しいタイプの保障をご提供したいという想いがありました。入院保

もこれらのマーケットに積極的に取り組んでいます。たとえば、私た

障型の保険にすでにご加入の方であっても、それを解約して入りな

ちはバンカシュランスに積極的に取り組んでおり、
40を超える金融

おす必要がないということです。これはたいへんご好評をいただき

機関から当社の変額年金商品に対して高い評価をいただいており

ました。

ます。また医療保険分野では、治療にフォーカスした革新的な商品
「治療保障のがん保険」や、適切な治療や専門医・病院についての

また、
「アクサのメディカルアシスタンスサービス」のご提供も開

情報提供を行う
「アクサのメディカルアシスタンスサービス」を導入

始いたしました。これは、お客さまが24 時間 365日対応可能な専

し、変化を続けるお客さまのニーズにお応えしています。

門のコールセンターで、健康相談やセカンドオピニオンの提供を受
けたりすることのできるサービスです。このサービスでは、お客さま

最後の柱は「業務効率化の推進」です。

は病気の種類や病状に適した治療法のアドバイスを受けられるばか

効率化を進めることは、ディストリビューターにとっても、お客さ

りでなく、最適な病院についての情報を得ることが可能です。

まにとっても、合理的な方法で保険をご提供あるいは入手できるよ

さらに現在、お客さまがインターネットを通じて手続きの一部を

うになるということを意味します。この実現のために当社では、昨

行うことのできるシステムの導入を進めております。このシステム

年より、
より効率的で生産的な会社になることを目指した「リーンプ

では、
ウェブ上でご自身の契約状況を確認したり、保険金請求手続

ロジェクト」をスタートさせました。このプロジェクトは３年計画です

の進捗状況を確認したりすることができます。

が、
これで会社を大きく変革することができると考えています。この
プロジェクトの最終的な目的は、お客さまやディストリビューターの
皆さんにご提供するサービスの質を向上させるとともに、業務プロ
セスの質を社員やディストリビューター、そしてお客さまのいずれも
が最適であると感じられるものにするということです。

6

CEOメッセージ

会社にとってのコンプライアンスやコーポレートレス

最後に、日本の保険市場とアクサ生命の今後の見通しを

ポンシビリティについてご説明ください。

お聞かせください。

生命保険は人によって成り立つビジネスであり、
また長期にわ

日本は米国に次ぐ世界第2の保険市場であるうえに、医療保障

たるお付き合いをさせていただくビジネスでもあります。それゆえ

や退職後の生活準備など、高齢化社会や医療分野の技術的進歩に

社員や商品・サービスの質に加えて、社員、お客さま、
ディストリビュ

よってもたらされた多くの成長機会が存在しています。また、日本

ーターのみなさまとの信頼関係をどれだけ築くことができるかとい

は財政赤字の問題にも直面しており、
これらの分野においても民間

うことが非常に重要となります。

保険会社に期待される役割がますます大きくなってきています。

アクサ生命にとってコンプライアンスとは、そのような信頼関係
を築くためのカギを握るものであり、法令や規制を遵守するという

日本では高齢化と人口減少が進みつつありますが、AXAグルー

ことだけに留まるものではありません。コンプライアンスとは私た

プのノウハウを活用し、時代の変化に応じたイノベーティブなソリュ

ちのビジネスのやり方そのものであり、
すべてのステークホルダー

ーションをご提供することで、
アクサ生命は日本の生命保険会社に

からの信頼をいただくためのものです。いいかえれば、私たちの成

求められる役割を担う機会を十分に得ることができると確信してお

功は商品やサービスの質の高さだけではなく、私たち社員ひとりひ

ります。

とりの日々の仕事に向かう姿勢にかかっているということです。これ
は長期にわたるお付き合いにおいて信頼をいただくためにはとて
も重要なことです。

アクサ生命は、ステークホルダーの皆さまとの信頼関係を築き、
日本において「選ばれる企業」
となるため、社員一同、引き続き一丸
となって努力してまいります。

またここでもうひとつ強調しておきたいのは、企業として、環境と
の調和を図り、
コミュニティとの間にも信頼関係を築いていく必要
があるということです。そういう観点では当社のコーポレートレスポ
ンシビリティのアクションは非常に重要な意味を持つものです。私
個人としては、
コーポレートレスポンシビリティを、企業文化やバリュ
ーと融合させ、社員の行動様式にまで浸透させていきたいと考え
ています。
最後にもうひとつ重要な要素がダイバーシティのさらなる進展で
す。当社においては、女性の管理職や障害のある社員の登用に力を
注いでいます。社員の多様化を進めるということは、私たちがよりク
リエイティブになれるだけでなく、お客さまの人口構成に近づくこ
とでもあり、
よりお客さまのニーズに合ったアイディアを創造できる
ようになることでもあります。
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■ 参照ガイドライン
「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3版」
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経営戦略

Ambition V
アクサ生命の経営戦略 Ambition Vは、AXAグループの中期経営戦略 Ambition AXA と同じフレーム
ワークを用いて構築した、日本における中期経営戦略です。

Ambition V は「信頼と成果を重視する企業文化の醸成」と「カスタマーセントリシティ（顧客主義）」の
2つの柱と3つの優先課題で構成されており、資本効率を最大化し、選ばれる企業になることを目標とし
ています。

信頼と成果を重視する
企業文化の醸成
成熟したビジネスセグメント
の価値を最大化

コスト効率を向上させ
資本を最適化

成長セグメントで
収益を伴った成長を加速

カスタマーセントリシティ
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経営戦略

Ambition V

信頼と成果を重視する企業文化の醸成
相互の信頼と成果を重視する企業文化を醸成し、社員の参画意識

リーダーシップとマネジメントスタイルの改善に注力し、組織を活性

を高めることを目的にしています。特に、
シニアマネージャークラス

化・効率化することで、信頼と成果を重視する企業文化を醸成しま

の経営への参画を促すことによって、
アクサ生命の成長の原動力で

す。またダイバーシティの観点から、女性管理職の積極的な登用、

ある「社員の能力の最大化」を図っていきます。具体的には、
マネジ

障害を持つ社員のスキルアップ支援、
ワークライフバランスの向上

メント研 修 の 改 訂 や 公 正 な 人 事 評 価システム の 構 築により、

などに積極的に取り組んでいます。

カスタマーセントリシティ
保険の販売から保険金支払いまでのすべての業務プロセスをお客

にあわせた商品･サービスをご提供すること。お客さまのコンタクト

さま視点で見直すことによって、業界最高水準のサービス品質を目

履歴をデータベース化することで、いつでもどこでもお客さまの

指します。主要なアクションとしては、お客さまがアクサ生命により

ご希望に沿ったサービスを提供できるようにすること。お客さまが

便利にコンタクトできるよう対面だけではなく、
インターネットなど

ご自身の契約情報を一元的に管理することができる新しいサービ

の新たなお客さまとの接点を拡充させること。既成概念にとらわれ

スを提供することなどが含まれます。アクサ生命ではこれらのサー

ず生命保険を再定義することで、時代の変化と真のお客さまニーズ

ビス向上のために2015 年まで大規模な投資を予定しています。

成熟したビジネスセグメントの価値を最大化
CCI、FA、コーポレートチャネルにおいては、顧客基盤の価値を最大

「S&L（解約・失効率）の改善」などに取り組んでいます。また、持続

化するために、営業チャネル同士の連携をより強化し、タイプの異

的な成長を可能にするため、次世代を担うリーダーとなる社員の

なる複数のチャネルを保有する強みを強化していきます。具体的な

養成にも注力しています。

施策としては、
「陣容の拡大」、
「営業一人当たりの生産性の向上」、

コスト効率を向上させ資本を最適化
低付加価値業務や重複した業務を省き業務の簡素化を図るととも

プロセスの自動化などを実施し、長期的には、全商品・サービスの

に業務の質を改善することで、高いコスト競争力を実現した上で、

50%について、キャッシュレス・ペーパーレス化を実現するととも

事業効率と生産性、ディストリビューターの満足度、資本効率の向

に、契約引受業務やバックオフィス業務を自動化することで、
コスト

上を目指します。2012 年においては、営業フロントの事務サポート

構造を変革していきます。

専門窓口の開設、新たな苦情管理システムの構築、主要な事業

成長セグメントで収益を伴った成長を加速
銀行窓販に関しては、変額商品の安定供給とアカウントの拡大を

目指します。また、代理店ビジネスについては、取引を強化する代理

行うとともに、保障系商品を投入することによって、販売の拡大を

店セグメントを明確に定め、
サービスを強化していきます。
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