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GRI スタンダード  内容索引 

 

本報告書は、「GRI サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参照しています。参照するスタンダードおよび各開示事項に関

連する情報の記載箇所は以下の通りです。 

 

項目 

掲載ページ 

サステナビリティレポート 2022/ 

朝日生命のサステナビリティ経営 
その他の報告媒体 

GRI 102：一般開示事項 2016 

１．組織のプロフィール 

102-1 組織の名称 ・会社概要 
 

 

102-2 活動、ブランド、製品、サービス  

・経営の基本理念 

・朝日生命の現状「中期経営計画」 

・個人のお客さま 

・法人のお客さま 

・ご契約者さま 

102-3 本社の所在地 ・会社概要 
 

 

102-4 事業所の所在地  
・会社概要 

・朝日生命のご紹介「店舗所在地」 

102-5 所有形態および法人格 ・会社概要 ・相互会社運営 

102-6 参入市場  

・朝日生命の現状「中期経営計画」 

・朝日生命の現状「朝日生命のご紹

介」 

102-7 組織の規模 ・会社概要 

・朝日生命の現状「朝日生命のご紹

介」 

・朝日生命の現状「事業概況ハイライ

ト」 

・朝日生命の現状「資料編」 

102-8 
従業員およびその他の労働者に

関する情報 

 

 
・朝日生命のご紹介「組織」 

102-11 
予防原則または予防的アプロー

チ 
 

・コーポレートガバナンスに関する報告

書 

・朝日生命の現状「経営体制（コンプ

ライアンス（法令順守）への取り組

み・リスク管理体制）」 

102-12 外部イニシアティブ 

・朝日生命のサステナビリティ経営、

SDGs への貢献 

・外部イニシアティブへの参加 

・気候関連財務情報開示タスクフ

ォース（TCFD）提言への対応 

・ESG 投融資への取組み 

102-13 団体の会員資格  ・日本ユネスコ協会連盟への支援 
 

 

https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/sustainabilityreport2022.pdf#page=3
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/management.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_01.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_01.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/join/personal/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/join/business/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/join/business/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/service/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/sustainabilityreport2022.pdf#page=3
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_08.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/sustainabilityreport2022.pdf#page=3
https://www.asahi-life.co.jp/company/each/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_01.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_01.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_08.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_08.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/sustainabilityreport2022.pdf#page=3
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_08.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_08.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_02.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_02.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_10.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_08.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/sustainabilityreport2022.pdf#page=4
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/sustainabilityreport2022.pdf#page=4
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/esg/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/unesco.html
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２．戦略 

102-14 上位意思決定者の声明 ・トップメッセージ 
・ 朝 日 生 命 の 現 状 「 Top 

Message」 

102-15 重要なインパクト、リスク、機会 

・朝日生命のサステナビリティ経営、

SDGs への貢献 

・気候関連財務情報開示タスクフォ

ース（TCFD）提言への対応 

・朝日生命の現状「中期経営計画」 

・朝日生命の現状「経営体制（リス

ク管理体制）」 

３．倫理と誠実性 

102-16 価値観、理念、行動基準・規範 
・朝日生命のサステナビリティ経営、

SDGs への貢献 

・経営理念 

・相互会社運営 

・コーポレートガバナンス 

・お客様本位の業務運営に関する

基本方針 

・販売勧誘方針 

・朝日生命の現状「経営体制」 

・朝日生命の現状「各種方針・宣

言・規準等」 

102-17 
倫理に関する助言および懸念の

ための制度 
・人権に関する取組み 

・コーポレートガバナンスに関する報

告書「内部統制システム等に関する

事項」 

・朝日生命の現状「経営体制（コン

プライアンス（法令順守）への取り

組み・リスク管理体制）」 

・朝日生命の現状「各種方針・宣

言・基準等」 

４．ガバナンス 

102-18 ガバナンス構造 ・サステナビリティ経営推進体制 

・相互会社運営 

・コーポレートガバナンス 

・朝日生命の現状「経営体制」 

102-19 権限移譲  
コーポレートガバナンス基本方針「取

締役会・取締役の役割・構成」 

102-20 
経済、環境、社会項目に関する

役員レベルの責任 
・サステナビリティ経営推進体制  

102-21 
経済、環境、社会項目に関する

ステークホルダーとの協議 

・朝日生命のサステナビリティ経営、

SDGｓへの貢献 
 

102-22 
最高ガバナンス機関およびその委

員会の構成 
 

・相互会社運営 

・コーポレートガバナンス 

・朝日生命の現状「経営体制」 

102-23 最高ガバナンス機関の議長   
・朝日生命の現状「経営体制」 

・コーポレートガバナンス  

102-24 
最高ガバナンス機関の指名と選

出  
 ・コーポレートガバナンス 

https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/topmessage.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_01.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_01.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_01.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_01.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/management.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/each/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/activity/unei.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/activity/unei.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/read/hanbai.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_09.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_09.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/jinken.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_09.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_09.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/system.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/each/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/system.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/each/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/index.html
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102-25 利益相反  

・利益相反管理方針 

・お客様本位の業務運営に関する

基本方針 

102-26 
目的、価値観、戦略の設定にお

ける最高ガバナンス機関の役割 
・サステナビリティ経営推進体制 

・経営の基本理念 

・相互会社運営 

・コーポレートガバナンス 

102-27 
最高ガバナンス機関の集合的知

見 
 ・コーポレートガバナンス 

102-29 
経済、環境、社会へのインパクト

の特定とマネジメント 

・朝日生命のサステナビリティ経営、

SDGs への貢献 

・気候関連財務情報開示タスクフォ

ース（TCFD）提言への対応 

・サステナビリティ経営推進体制 

・朝日生命の現状「経営体制（リス

ク管理体制）」 

102-30 
リスクマネジメント・プロセスの有効

性 

・気候関連財務情報開示タスクフォ

ース（TCFD）提言への対応 

・コーポレートガバナンス 

・朝日生命の現状「経営体制（リス

ク管理体制）」 

102-31 経済、環境、社会項目のレビュー 
・気候関連財務情報開示タスクフォ

ース（TCFD）提言への対応 

 

 

102-32 
サステナビリティ報告における最高

ガバナンス機関の役割 
・サステナビリティ経営推進体制  

102-33 重大な懸念事項の伝達 

・気候関連財務情報開示タスクフォ

ース（TCFD）提言への対応 

・サステナビリティ経営推進体制 

・コーポレートガバナンス 

・コンプライアンス態勢、リスク管理体

制 

102-35 報酬方針 
 

 
・コーポレートガバナンス 

102-36 報酬の決定プロセス 
 

 

・コーポレートガバナンスに関する報

告書 

102-37 
報酬に関するステークホルダーの

関与 

 

 

・コーポレートガバナンスに関する報

告書 

５．ステークホルダー・エンゲージメント 

102-40 ステークホルダー・グループのリスト 
・朝日生命のサステナビリティ経営、

SDGs への貢献 

 

 

102-42 
ステークホルダーの特定および選

定 

・朝日生命のサステナビリティ経営、

SDGｓへの貢献 

 

 

102-43 
ステークホルダー・エンゲージメント

へのアプローチ方法 
・お客様満足向上への取組み 

 

 

102-44 
提起された重要な項目および懸

念 
・お客様満足向上への取組み 

・ご契約者懇談会 

・総代会 

  

https://www.asahi-life.co.jp/company/read/riekisohan.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/activity/unei.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/activity/unei.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/system.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/management.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/management.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/each/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/system.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/system.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/system.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/activity/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/activity/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/each/kondan/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/each/soudai/index.html
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６．報告実務 

102-45 
連結財務諸表の対象になってい

る事業体 
 

・朝日生命の現状「資料編（保険

会社およびその子会社等の状況）」 

102-46 
報告書の内容および項目の該当

範囲の確定 

・朝日生命のサステナビリティ経営、

SDGs への貢献 
 

102-47 マテリアルな項目のリスト 
・朝日生命のサステナビリティ経営、

SDGｓへの貢献 
 

102-49 報告における変更 ・サステナビリティレポート編集方針  

102-50 報告期間 ・サステナビリティレポート編集方針  

102-51 前回発行した報告書の日付 ・サステナビリティレポート編集方針  

102-52 報告サイクル ・サステナビリティレポート編集方針  

102-53 報告書に関する質問の窓口 ・サステナビリティレポート編集方針  

102-54 
GRI スタンダードに準拠した報告

であることの主張 

・GRI スタンダード 内容索引（当

表） 
 

102-55 内容索引 
・GRI スタンダード 内容索引（当

表） 
 

102-56 外部保証 ・独立第三者の保証報告書  

 
 

 

 

 

 

GRI 103：マネジメント手法 2016 

103-1 
マテリアルな項目とその該当範囲

の説明 

・朝日生命のサステナビリティ経営、

SDGｓへの貢献 
 

103-2 マネジメント手法とその要素 

・朝日生命のサステナビリティ経営、

SDGs への取組み 

・サステナビリティ経営推進体制 

 

  

https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_10.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_10.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/sustainability_report.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/sustainability_report.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/sustainability_report.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/sustainability_report.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/sustainability_report.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/daisansya.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/outline.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/system.html
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GRI 200：経済 2016 

GRI 201：経済パフォーマンス 

201-1 
創出、分配した直接的経済価

値  
 

・朝日生命の現状「事業概況ハイラ

イト」 

・朝日生命の現状「資料編」 

・決算情報 

201-2 
気候変動による財務上の影響、

その他のリスクと機会 

・環境への取組み 

・気候関連財務情報開示タスクフォ

ース（TCFD）提言への対応 

 

201-3 
確定給付型年金制度の負担、

その他の退職金制度 
 

・コーポレートガバナンスに関する報

告書「コーポレートガバナンス・コード

の各原則に基づく開示」 

・第 75 回定時総代会議案書 

GRI 203：間接的な経済的インパクト 

203-1 インフラ投資および支援サービス  

・朝日生命の現状「お客様満足の

向上」 

・朝日生命の現状「社会との共生」 

203-2 著しい間接的な経済的インパクト  

・朝日生命の現状「事業概況ハイラ

イト」 

・朝日生命の現状「資料編」 

GRI 205：腐敗防止 

205-2 
腐敗防止の方針や手順に関する

コミュニケーションと研修 
 

・朝日生命の現状「経営体制（コン

プライアンス（法令順守）への取り

組み・リスク管理体制）」 

 
 

 

 
 

GRI 300：環境 

GRI 302：エネルギー 2016 

302-4 エネルギー消費量の削減 ・環境への取組み  

302-5 
製品およびサービスのエネルギー

必要量の削減 
・環境への取組み  

GRI 305：大気への排出 2016 

305-1 
直 接 的 な 温 室 効 果 ガ ス

（GHG）排出量（スコープ 1） 
・環境への取組み  

305-2 
間 接 的 な 温 室 効 果 ガ ス

（GHG）排出量（スコープ 2） 
・環境への取組み  

305-3 
その他の間接的な温室効果ガス

（GHG）排出量（スコープ 3） 
・環境への取組み  

305-4 
温室効果ガス（GHG）排出原

単位 

・地球温暖化対策報告書※ 

※一部の事業所の CO₂排出原単

位を報告しています。 

 

  

https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_02.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_02.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_10.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/kessan/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/environment.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/tcfd.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/governance/20220705.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/each/soudai/2022_giansyo.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_04.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_04.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_05.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_02.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_02.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_10.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/compliance.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/environment.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/environment.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/environment.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/environment.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/environment.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/index.html
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GRI 400：社会 

GRI 401：雇用 2016 

401-1 従業員の新規雇用と離職  
・朝日生命の現状「朝日生命のご紹

介（組織）」 

401-3 育児休暇  ・働き方改革の浸透に向けた取組み  

GRI 403：労働安全衛生 2018 

403-6 労働者の健康増進 ・健康経営の推進  

GRI 404：研修と教育 2016 

404-2 
従業員スキル向上プログラムおよ

び移行支援プログラム  

・働き方改革の浸透に向けた取組み 

・ダイバーシティへの取組み 

・朝日生命の現状「お客様満足の

向上（お客様との接点）」 

GRI 405：ダイバーシティと機会均等 2016 

405-1 
ガバナンス機関および従業員のダ

イバーシティ  
・ダイバーシティへの取組み 

・朝日生命の現状「朝日生命のご紹

介」 

GRI 412：人権アセスメント 2016 

412-2 
人権方針や手順に関する従業

員研修 
・人権啓発に関する取組み  

GRI 413：地域コミュニティ 2016 

413-1 

地域コミュニティとのエンゲージメン

ト、インパクト評価、開発プログラ

ムを実施した事業所 

・地域社会への貢献 ・朝日生命の現状「社会との共生」  

GRI 416：顧客の安全衛生 2016 

416-1 
製品およびサービスのカテゴリーに

対する安全衛生インパクトの評価 
 

・朝日生命の現状「お客様満足の

向上」 

GRI 417：マーケティングとラベリング 2016 

417-1 
製品およびサービスの情報とラベリ

ングに関する要求事項 
 

・朝日生命の現状「お客様満足の

向上」 

・販売勧誘方針 

GRI 418：顧客プライバシー 2016 

418-1 

顧客プライバシーの侵害および顧

客データの紛失に関して具体化

した不服申立 

 

・個人情報保護方針 

・朝日生命の現状「経営体制（コン

プライアンス（法令順守）への取り

組み・リスク管理体制）」 

 

https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_08.pdf#page=2
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_08.pdf#page=2
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/worklifebalance.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/kenkou.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/worklifebalance.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/diversity.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_04.pdf#page=6
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_04.pdf#page=6
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/diversity.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_08.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_08.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/jinken.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/contribution.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_05.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_04.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_04.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_04.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_04.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/read/hanbai.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/read/privacy/index.html
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2022_07.pdf

