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　2013年度は、アクサ ジャパン ホールディング傘下の
アクサ生命、アクサ損害保険、アクサダイレクト生命の子
会社3社は、それぞれの保険事業を強化し、各社の専門
性やノウハウの相互共有を行うことによって、前年度から
続く変革の勢いを持続することができました。

　アクサ生命は、選択的に注力してきた医療保障分野で
の成長、堅調な収益、そして強固で弾力性に富んだバラ
ンスシートを実現するなど好調な業績を達成しました。
医療保障分野での新契約年換算保険料は12%、また保
険料収入は2%増加しています。収益指標では、主に資産
運用収益が伸びたことにより、基礎利益が29％、純利益
が45%増加しました。この業績は、アクサ生命が変化す
るお客さまのニーズにより良くお応えした結果であり、
事業基盤が強化されたことを示すものです。また、財務
基盤もソルベンシー・マージン比率が674%から713%
に増加するなど強化されました。

　アクサ損害保険は、2013年度も引き続き、主要なビ
ジネスラインである自動車保険とバイク保険に重点的に
取り組みました。その結果、2014年5月時点で契約件数
が前年から7万件増加し、95万件に到達しました。また、
アクサ損害保険が2011年度からご提供しているユニー
クなペット保険もお客さま数の増加に貢献しています。
これらの業績に支えられ、前年度比で元受正味保険料は
7%増加、保険引受利益は22%増加、経常利益は26%増
加となるなどすばらしい業績となりました。

　アクサダイレクト生命は、保有契約年換算保険料が
7%、保険料収入が15%増加しました。2013年11月に
販売開始した低解約返戻金型終身保険「カチッと終身
保険」は、お客さまから好評をいただいています。また、
2014年5月には、アクサ生命のノウハウを活用した医
療保障分野の付帯サービス「メディカルコールサポート
24」を開始しました。アクサダイレクト生命はこのサービ
スを通じて「メディカルコンサルテーション」および「24
時間電話健康相談サービス」をご提供して、お客さまの
健康を包括的にサポートし安心をお届けします。

　このような主要子会社の好調な業績によって、アクサ 
ジャパン ホールディングの業績は引き続き順調に推移

しました。2013年度の連結ベースの保険料等収入は、
5,862億円に達しました。また連結純利益は、主にアクサ
生命における資産運用収益の増加により、26%増の305
億円となりました。その結果、2013年6月と12月に、4年
連続となる株主配当を実施することができました。

　また、日本の生損保事業の好調な業績は、AXAグルー
プ全体への貢献度が高く、グループ内で重要な地位を
占めています。日本の生命保険事業は、引き続きAXAグ
ループ全体の新契約価値の約25％を占め、グループ内
で最も高い数値となっています。同様に、グループの生
命保険事業におけるアンダーライング・アーニングスは
16%、新契約年換算保険料は9%を占めています。加え
て、アクサ損害保険は、損害保険部門のダイレクトビジネ
スの売上において最も大きく貢献しているグループ企
業の1社です。このように、日本がAXAグループにとって
重要な国であることは、言うまでもありません。

　一般的に、日本の保険市場は飽和状態にあるといわれ
ていますが、私は3社がソリューションをより一層強化し、
お客さまにより良い体験価値をご提供することによっ
て、ビジネスをさらに拡大させる機会があると確信して
います。私たちは、世界最大級の保険・資産運用グルー
プの一員であり、56カ国で保険業を営む仲間と学び合う
ことができます。そして私は、16万人におよぶ世界各国
のAXAグループの社員のさまざまな知見と多様なノウ
ハウを活かすとともに、日本に対するグループからの投
資とコミットメントを継続することによって、お客さまを
包括的にお守りし、さらなる成長を続けることができると
確信しています。

　最後になりましたが、アクサ ジャパン ホールディング
の各子会社はひとつのチームとしてより効率的かつ合
理的な組織を構築し、各社の経営資源を最大限に活用し
て、お客さまをお守りするために連携を続けていきます。
それによって、AXAにおけるチーム日本は一丸となって、
「選ばれる企業」になるという目標に向かって着実に歩
み続けてまいります。

‒ 5 ‒



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISP_SB2.Ver.3.0)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




