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Ⅰ  経営方針

アクサ ジャパン ホールディングの経営方針
4～5ページをご覧ください。

Ⅱ  保険持株会社の概況及び組織
1  アクサ ジャパン ホールディングの沿革

2000年 3月 「アクサ生命保険株式会社」と「日本団体生命保険株式会社（社名変更後、アクサグループ ライフ生命保険株式会社）」
が共同して株式移転により、「アクサ ニチダン保険ホールディング株式会社（現アクサ ジャパン ホールディング株
式会社）」設立

2001年 1月 「アクサ保険サービス株式会社」、「アクサ収納サービス株式会社」の全発行済株式を取得し、連結子会社化

4月 「アクサ保険ホールディング株式会社」に社名変更

2004年 6月 「アクサ ジャパン ホールディング株式会社」に社名変更

12月 「アクサ損害保険株式会社」の全発行済株式を取得し、連結子会社化

2005年 10月 子会社である「アクサ生命保険株式会社」と「アクサ グループライフ生命保険株式会社」が合併し、新「アクサ生命
保険株式会社」として営業開始

2006年 1月 子会社である「アクサ収納サービス株式会社」と「アクサ保険サービス株式会社」が合併し、新「アクサ収納サービ
ス株式会社」として営業開始

1月 本社を東京都港区白金に移転

10月 「SBIホールディングス株式会社」と共同で、「SBI生保設立準備株式会社」を設立

2007年 6月 「ウインタートウル・スイス生命保険株式会社（社名変更後、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社）」の全発行済
株式を取得し、連結子会社化

2009年 10月 子会社である「アクサ生命保険株式会社」と「アクサ フィナンシャル生命保険株式会社」が合併し、新「アクサ生命
保険株式会社」として営業開始

2010年 2月 「SBIアクサ生命保険株式会社」の発行済株式の95%を取得し、連結子会社化

5月 「SBIアクサ生命保険株式会社」が「ネクスティア生命保険株式会社」 に社名変更

2011年 3月 「ネクスティア生命保険株式会社」の増資引受けにより発行済株式の97.25％を取得

2012年 3月 「ネクスティア生命保険株式会社」の増資引受けにより発行済株式の97.85％を取得

7月 「ソフトバンク株式会社」が所有する「ネクスティア生命保険株式会社」の株式を取得し、同社を完全子会社化

2013年 5月 「ネクスティア生命保険株式会社」が「アクサダイレクト生命保険株式会社」に社名変更

Ⅰ　経営方針



– 8 –

リスク・マネジメント・サブコミッティ

Ａ Ｌ Ｍ サ ブ コ ミ ッ テ ィ

コンプライアンス・アドバイザリー・サブコミッティ

株
主
総
会

代
表
執
行
役
社
長

取
締
役
会

法務部

CEOオフィス

戦略企画部

広報部

コンプライアンス部

ヒューマンリソーシズ部

ファイナンシャルコントロール部

インベストメント部

リスク管理部

危機管理・事業継続管理部

COOオフィス

損害保険部

オーディット部

指
名
委
員
会

報
酬
委
員
会

監
査
委
員
会 執

行

役

エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
コ
ミ
ッ
テ
ィ

2  経営の組織
当社は、保険持株会社として、下図の組織体制により、子会社に対する適切な経営管理を図っております。
また、当社は委員会設置会社であります。

3  資本金の推移
年　月　日 増　資　額 増資後資本金 摘　　要

2000年3月 7日 35,045百万円 35,045百万円 会社設立
2000年3月 28日 52,500百万円 87,545百万円 有償第三者割当

発行株式数 2,100,000株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 AXA S.A.

2000年9月 27日 50,955百万円 138,500百万円 有償第三者割当
発行株式数 2,038,200株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 AXA S.A.

2004年7月 1日 68,000百万円 206,500百万円 有償第三者割当
発行株式数 1,915,493株
発行価格 71,000円
資本組入額 35,500円
割当先 AXA S.A.

2004年12月 31日 5百万円 206,505百万円 株式交換
発行株式数 437,788.73株
交換比率 1.5667206

割当先 AXA S.A.
2007年3月 28日 1,249百万円 207,755百万円 有償第三者割当

発行株式数 17,241株
発行価格 145,000円
資本組入額 72,500円
割当先 AXA S.A.

2007年6月 30日 5百万円 207,760百万円 株式交換
発行株式数 629,265株
交換比率

割当先 Winterthur Life（現AXA Life Ltd.）
2007年12月13日 996百万円 208,757百万円 有償第三者割当

発行株式数 13,750株
発行価格 145,000円
資本組入額 72,500円
割当先 AXA S.A.

※アクサ損害保険株式会社の株式
   1株につき、1.5667206株を割当

※アクサ フィナンシャル生命保険株式会社の株式
   1株につき、205,000/145,000株を割当



– 9 –

Ⅱ　保険持株会社の概況及び組織

4  株式の総数（2014年3月31日現在）
発行可能株式総数 11,203千株

発行済株式の総数 7,852千株

当期末株主数 862名

5  株式の状況（2014年3月31日現在）
-1 発行済株式

発
行
済
株
式

種　類 発 行 数 内　容

普通株式 7,852千株 ―

-2 大株主

氏名又は名称 住　所 所有株式数（千株） 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

アクサ・エス・アー フランス共和国パリ市アベニュー・マチニョン25 6,197 78.92

アクサ・インシュランス・リミテッド スイス連邦ウインタートウル市ジェネラル・キザン通り40 1,571 20.01

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 10 0.13

ソシエテ・ボージョン フランス共和国パリ市アベニュー・マチニョン21 7 0.09

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 東京都中央区晴海1-8-11 6 0.08

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1 5 0.06

損害保険契約者保護機構 東京都千代田区神田淡路町2-9 5 0.06

計 ― 7,801 99.35 

6  主要株主の状況  （2014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 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

AXA S.A.
（アクサ・エス・アー）

フランス共和国
パリ市アベニュー・
マチニョン25

5,537百万ユーロ 保険子会社等の
事業の支配・管理    1957年6月21日 78.92％

AXA Insurance Ltd
（アクサ・インシュラン
ス・リミテッド）

スイス連邦ウインター
トウル市ジェネラル・
キザン通り40

168百万スイス・フラン 損害保険業    1883年4月26日 20.01％

7  取締役・執行役・執行役員  （2014年7月1日現在）
役　職　名 氏　   名

取締役会長（社外取締役） ジョージ・スタンスフィールド

取締役（社外取締役） 西　浦　　裕　二

取締役（社外取締役） 八　木　　哲　雄

取締役（社外取締役） ピーター・スティガント

取締役 代表執行役社長兼CEO ジャン=ルイ・ローラン・ジョシ

取締役 執行役兼損害保険部門長 藤　井　　靖　之

執行役兼チーフファイナンシャルオフィサー 住　谷　　貢

執行役兼チーフオペレーティングオフィサー マーク・ブロティエール

執行役員人事部門長 種　村　　尚

執行役員ジェネラル・カウンセル兼法務・コンプライアンス部門長 松　田　   一　隆

執行役員監査部門長 金　城　　久　美　子

執行役員広報部門長兼危機管理・事業継続部門長 小　笠　原　　隆　裕

執行役員チーフ・インベストメント・オフィサー 松　山　　明　弘

執行役員ファイナンシャルコントロール部門長 長　野　　敏

執行役員チーフリスクオフィサー 関　口　　健　太　郎
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