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当社のコーポレートガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の

基本情報 

１．基本的な考え方 

・当社は、生命保険事業が社会保障制度と共に日本の社会を支えていく重要な使命を担っているとの認

識のもと、お客様、社会、従業員に対する責任を果たしていくことを企業活動のベースとする「まご

ころの奉仕」を経営の基本理念として掲げます。 

・当社は、経営の基本理念のもと、「お客様満足の向上を最優先とした経営の実践」、「ゆたかな社会づ

くりにかかわり続けることによる社会との共生」、「人が育つ職場作り、働きやすい職場づくりを通じ

た従業員満足の向上」を基軸とした CSR経営を推進し、各ステークホルダーとの適切な協働に努める

とともに、当社の健全性を維持しつつ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、実効的な

コーポレートガバナンスの実現に取り組むこととします。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

・コーポレートガバナンス・コードは、相互会社である当社に直接適用されるものではありませんが、

当該コードの各原則について、相互会社に該当しないと考えられる事項および補充原則 4-1③を除

き、実施しています。 

・補充原則 4-1③について、代表取締役社長の選定に向けては、過半数を社外取締役で構成する指名・

報酬委員会で審議を行うなど、客観性・透明性の確保に努めています。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

【原則１－４ 政策保有株式】 

・当社の事業の発展に資する業務提携等による取引関係の維持・拡大等を目的として、政策的に株

式を保有することがあります。なお、現状、当社は政策保有を目的とした上場株式を保有してい

ません。 

・政策保有株式の議決権行使については、原則、別に定める、「議決権行使の方針」ならびに「議決

権行使ガイドライン」に基づき適切に対応します。 

https://www.asahi-life.co.jp/stewardship/giketsukenkoushi.pdf 

 

最終更新日： 2019年 7月 2日 

 

代表取締役社長 木村 博紀 

問合せ先： 経営企画部 03‐6225‐3111（代表） 

http://www.asahi-life.co.jp 

https://www.asahi-life.co.jp/stewardship/giketsukenkoushi.pdf
http://www.asahi-life.co.jp/
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【原則１－７ 関連当事者間の取引】 

取締役の競業取引、取締役と会社間の取引を行う場合は、法令および社内規程に基づき取締役会決定事

項とするなど、適切な体制を構築します。 

 

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 

・当社は、規約型確定給付企業年金制度を導入しています。 

・年金資産の運用は、外部の受託機関に委任していますが、受託機関の選定や受託機関から運用結果の

報告を受けるにあたっては当社の資産運用部門の専門性を有した人材が対応するなど、アセットオー

ナーとして期待される機能を適切に発揮しています。 

・なお、当社は年金資産の運用を外部の受託機関に委託しており、投資先の選定や議決権行使に関与し

ないことから、当社と受益者との間で利益相反が生じるおそれはありません。 

 

【原則３－１ 情報開示の充実】 

（ⅰ）経営理念については、コーポレートガバナンス基本方針に記載しています。また、中期経営計画

（2018～2020年度）については、プレスリリースに記載しています。 

（経営理念） 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

（中期経営計画） 

http://www.asahi-life.co.jp/company/pressrelease/20180412.pdf 

（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については上記「１．基本的な考え方」のとお

りです。コーポレートガバナンスに関する基本方針については、当社ホームページに記載してい

ます。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

（ⅲ）取締役・執行役員の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、コーポレートガバナン

ス基本方針に記載しています。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

（ⅳ）取締役・監査役候補者、執行役員の選任にあたっての方針と手続については、コーポレートガバ

ナンス基本方針に記載しています。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

（ⅴ）取締役・監査役候補者の個々の選任理由は、定時総代会議案書および下記Ⅱ－１－会社との関係

(2)に記載のとおりです。 

（第 72回定時総代会議案書） 

https://www.asahi-life.co.jp/company/each/soudai/2019_giansyo.pdf 

 

 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
http://www.asahi-life.co.jp/company/pressrelease/20180412.pdf
http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/each/soudai/2019_giansyo.pdf
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（ⅵ）取締役・執行役員の解任にあたっての方針と手続については、コーポレートガバナンス基本方針

に記載しています。 

 http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

 

【補充原則４－１①】 

取締役会の決定権限の委任範囲については、コーポレートガバナンス基本方針に記載しています。

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

 

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

社外役員の独立性判断基準については、コーポレートガバナンス基本方針に記載しています。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

 

【補充原則４－１１①】 

取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方については、コ

ーポレートガバナンス基本方針に記載しています。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

 

【補充原則４－１１②】 

取締役・監査役の兼職の状況については、事業報告書に記載しています。事業報告書は定時総代会議案

書に記載し、当社ホームページで開示しています。 

https://www.asahi-life.co.jp/company/each/soudai/2019_giansyo.pdf 

 

【補充原則４－１１③】 

当社は、取締役会全体の実効性に関し、全取締役・監査役を対象にアンケートを実施し、その結果をも

とに取締役会において分析・評価を実施しました（2019年 6月）。 

その結果、会議運営の効率性（資料の分量・わかりやすさ等）については改善の必要があると認められ

たものの、概ね適切に運営されていると評価しております。 

今後も更なる実効性向上に向けて、継続的に取り組んでまいります。 

 

【補充原則４－１4②】 

取締役・監査役が、その期待される役割・責務を適切に果たし、その役割・責務に係る理解を深めるた

め、取締役・監査役に対して、当社の事業・財務・組織等に関する必要知識を習得・更新する機会を提

供します。 

 

 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/each/soudai/2019_giansyo.pdf
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【原則５－１ ご契約者（社員）との建設的な対話に関する方針】 

ご契約者（社員）との対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針については、コーポレート

ガバナンス基本方針に記載しています。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

 

２．資本構成 

当社は相互会社であるため、本項目に該当する内容はありません。 

 

３．企業属性 

決算期 3月 

業種 保険業 

直前事業年度末における(連結)従業員数 1,000人以上 

直前事業年度における(連結)売上高 1,000億円以上 1兆円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社は相互会社であるため、本項目に関する指針は定めていません。 

 

５．その他コーポレートガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

本項目に該当する特別な事情はありません。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
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Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナ

ンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 15名 

定款上の取締役の任期 1年 

取締役会の議長 会長 

取締役の人数 11名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 3名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

3名 

 

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

大矢 和子 他の会社の出身者        △    

塚本 隆史 他の会社の出身者     △       

渡邉 健二 他の会社の出身者        ○ △   

 ※ 会社との関係についての選択項目 

 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 

 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 

 a. 当社又はその子会社の業務執行者 

 b. 当社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役＜相互会社につき対象外＞ 

 c. 当社の兄弟会社の業務執行者＜相互会社につき対象外＞ 

 d. 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e. 当社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g. 当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）＜相互会社につき対象外＞ 

 h. 当社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j. 当社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k. その他 
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会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

大矢 和子 ○ 同氏は、過去に当社の取引先であ

る株式会社資生堂の業務執行者

を務めていました。 

同氏は、公益財団法人資生堂社会福祉

事業財団理事長のほか、株式会社エム

ティーアイや株式会社イオンファン

タジー、株式会社ミライトで社外役員

を務める等、企業経営者として、当社

の経営管理を的確、公正かつ効率的に

遂行することができる見識および経

験を有しています。 

また、2013 年より当社社外取締役に

在任しており、引き続き独立した立場

から経営に対する監督・チェックや助

言等により取締役会の機能強化が期

待されると判断し、社外取締役に選任

しています。 

なお、同氏は、当社の定める「社外役

員の独立性判断基準」を満たしていま

す。 
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氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

塚本 隆史 ○ 同氏は、過去に当社の主要な取引

先である株式会社みずほ銀行な

らびにその親会社である株式会

社みずほフィナンシャルグルー

プの業務執行者を務めていまし

た。 

同氏は、株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ等の経営者として豊富な

経験と実績があり、当社の経営管理を

的確、公正かつ効率的に遂行すること

ができる見識および経験を有してい

ます。 

また、2016 年より当社社外取締役に

在任しており、引き続き独立した立場

から経営に対する監督・チェックや助

言等により取締役会の機能強化が期

待されると判断し、社外取締役に選任

しています。 

なお、同氏は、当社の定める「社外役

員の独立性判断基準」を満たしていま

す。 

渡邉 健二 

 

○ 同氏は、現在、当社の取引先であ

る日本通運株式会社の代表取締

役会長に就任されています。 

同氏は、日本通運株式会社の経営者と

して豊富な経験と実績があり、当社の

経営管理を的確、公正かつ効率的に遂

行することができる見識および経験

を有しています。 

また、2017 年より当社社外取締役に

在任しており、引き続き独立した立場

から経営に対する監督・チェックや助

言等により取締役会の機能強化が期

待されると判断し、社外取締役に選任

しています。 

なお、同氏は、当社の定める「社外役

員の独立性判断基準」を満たしていま

す。 
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【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委

員会の有無 

あり 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 

指名委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

5 2 2 3 0 0 社外取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

5 2 2 3 0 0 社外取締役 

 

補足説明 

取締役・執行役員の指名・報酬の決定に関しては、取締役会のもとに、原則として過半数を社外取締役

で構成する、任意の委員会「指名・報酬委員会」を設置し、同委員会にて審議のうえ取締役会で決定す

る体制としています。 

 

【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 5 名 

監査役の人数 5 名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

・監査役は、会計監査人から監査計画、監査実施状況、監査結果等に関する報告を定期的に受けていま

す。この報告会には内部監査部も同席し、必要に応じて意見交換を行う等、相互の連携を図っていま

す。また、監査役会は、会計監査人に出席を求め、監査計画および監査結果等の報告を受けるととも

に意見交換を行い、適正な会計監査の実施に努めています。 

・上記報告会に加え、監査役、会計監査人および内部監査部が一堂に会する意見交換会を定期的に開催

し、各監査の実効性の向上と充実を図っています。 

・監査役は、内部監査部との意見交換会を毎月開催し、内部監査計画、内部監査実施状況等の報告を受
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けるとともに意見交換を行い、監査役監査および内部監査の実効性の向上に努めています。また、監

査役会は、内部監査局長に出席を求め、内部監査実施状況等の報告を受けるとともに意見交換を行っ

ています。 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 3 名 

社外監査役のうち独立役員に指定されている人

数 

3 名 

  

会社との関係(１)  

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k l m 

町田 幸雄 弁護士              

関 忠行 他の会社の出身者          △    

柴田 光義 他の会社の出身者          △    

 ※ 会社との関係についての選択項目 

 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 

 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 

 a. 当社又はその子会社の業務執行者 

 b. 当社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c. 当社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役＜相互会社のため対象外＞ 

 d. 当社の親会社の監査役＜相互会社のため対象外＞ 

 e. 当社の兄弟会社の業務執行者＜相互会社のため対象外＞ 

 f. 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g. 当社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i. 当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）＜相互会社のため対象外＞ 

 j. 当社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l. 当社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m. その他 
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会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 
選任の理由 

町田 幸雄 ○ ― 経歴を通じて培われた法律やコンプ

ライアンスなどの視点を含めた、法曹

としての幅広い見識を当社の監査に

反映していただくため、社外監査役に

選任しています。 

なお、同氏は、当社の定める「社外役

員の独立性判断基準」を満たしていま

す。 

関 忠行 

 

○ 同氏は、過去に当社の取引先であ

る伊藤忠商事株式会社の業務執

行者を務めていました。 

同氏は、伊藤忠商事株式会社のＣＦＯ

（最高財務責任者）のほか、株式会社

パルコや株式会社バルカーで社外役

員を務める等、豊富な経験と実績があ

り、当社の取締役の職務の執行の監査

を的確、公正かつ効率的に遂行できる

知識および経験を有しています。 

これらの経験および実績等を総合的

に勘案し、独立した立場から当社の取

締役の職務の執行を監査することに

より当社の健全かつ適切な運営を確

保することが可能となると判断し、社

外監査役に選任しています。 

なお、同氏は、当社の定める「社外役

員の独立性判断基準」を満たしていま

す。 
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柴田 光義 ○ 同氏は、過去に、当社の取引先で

ある古河電気工業株式会社の業

務執行者を務めていました。 

同氏は、古河電気工業株式会社の経営

者として豊富な経験と実績があり、当

社の取締役の職務の執行の監査を的

確、公正かつ効率的に遂行できる知識

および経験を有しています。 

これらの経験および実績等を総合的

に勘案し、独立した立場から当社の取

締役の職務の執行を監査することに

より当社の健全かつ適切な運営を確

保することが可能となると判断し、社

外監査役に選任しています。 

なお、同氏は、当社の定める「社外役

員の独立性判断基準」を満たしていま

す。 
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【独立役員関係】 

独立役員の人数 6名 

その他独立役員に関する事項 

コーポレートガバナンス基本方針に記載の「社外役員の独立性判断基準」により、独立役員について判

断しています。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の

実施状況 

業績連動型報酬制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

取締役（社外取締役を除く）および執行役員の報酬は、固定報酬部分および変動報酬部分で構成し、変

動報酬部分は、会社業績・組織業績・個人貢献度等を反映します。 

 

ストックオプションの付与対象者 ― 

該当項目に関する補足説明 

当社は相互会社であるため、ストックオプションの付与対象はありません。 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

当社は、取締役の報酬等の総額を事業報告書に記載しており、同報告書は定時総代会議案書の一部とし

て当社ホームページで開示しています。 

https://www.asahi-life.co.jp/company/each/soudai/2019_giansyo.pdf 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

取締役報酬の決定方針について、コーポレートガバナンス基本方針に記載しています。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

・取締役会・監査役会等の円滑な運営に向け、社外取締役については総務部および経営企画部が、社外

監査役については監査役室が、それぞれサポート態勢を整備しています。 

・社外取締役・社外監査役に対し、決算関係等の重要議案について事前説明を行っています。また、当

社事業に対する理解向上に向けて、生命保険事業等に関する研修会、支社・営業所などへの現場視察

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
https://www.asahi-life.co.jp/company/each/soudai/2019_giansyo.pdf
http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
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会などを実施してまいります。 

・社外取締役・社外監査役の就任に当たっては、当社の経営状況や業務内容、経営計画など必要となる

情報の提供に努めています。 

 

【代表取締役社長等を退任した者の状況】 

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等 

氏名 
役職・ 

地位 
業務内容 

勤務形態・条件 

（常勤・非常勤・

報酬の有無等） 

社長等の退任日 任期 

藤田 讓 最高顧問 当社の重要な団体お

よび企業との関係の

維持等を目的とした

活動 

非常勤 

報酬有 

2008年 7月 

代表取締役社長退任 

2009年 7月 

代表取締役会長退任 

1年 

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 

1名 

その他の事項 

当社に相談役制度はありません。 
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２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレートガバナンス体制の概要) 

・取締役会が、会社経営の基本事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督し、監査役が、社員

からの負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査します。 

・経営の意思決定および監督と、業務執行とを分離し、業務執行の権限と責任の明確化および意思決定

の迅速化を図るため、執行役員制度を採用します。 

・取締役および執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する

ため、取締役会のもとに、原則として過半数を社外取締役で構成する、指名・報酬委員会を置きます。 

 

３．現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由 

当社は、監査役により取締役の職務執行の監査を行うととともに、社外取締役・社外監査役の選任や、

原則として社外取締役を構成員の過半数とする、任意の委員会（指名・報酬委員会）の設置により社外

の視点からの経営監督機能を強化する等、実効性のあるコーポレートガバナンス体制を構築していま

す。 

 

Ⅲ．社員その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．総代会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

総代会招集通知の

早期発送 

定時総代会の招集通知は、開催日の概ね 1ヵ月前に発送しました。 

集中日を回避した

総代会の設定 

2019年度の定時総代会は、7月 2日に開催しました。 

電磁的方法による

議決権の行使 

当社は、総代候補者の選考基準として、総代会への出席など総代として十分な活

動が期待できることを定めており、総代会に出席のうえ、議決権を行使していた

だくことを原則としています。また、実際の総代会においても高い出席率を確保

していることから、電子的な議決権行使は採用していません。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他総代

の議決権行使環境

向上に向けた取組

み 

総代会では、委任状を含めるとほぼ全ての総代が議決権を行使しており、総代の

議決権行使環境は整備されています。 

招集通知(要約)の英

文での提供 

総代およびご契約者（社員）の構成を踏まえ、招集通知の英訳は行っていません。 

その他 ― 
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２．IRに関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身によ

る説明の有無 

社員向けに定期的

説明会を開催 

定時総代会に加え、ご契約者懇談会、総代への決算説明等を

通じ、ご契約者（社員）との対話に努めています。 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

決算および上半期報告のプレス発表を行っています。 なし 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

海外投資家に向けた説明会を随時行っております。 

 

なし 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

決算情報、ディスクロージャー資料などを掲載しています。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/denshi/accounts-ad.ht

ml 

http://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/index.

html 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

定時総代会、ご契約者懇談会はコンプライアンス統括部が、

その他は調査広報部が担当しています。 
 

その他 ―  

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

コーポレートガバナンス基本方針に記載しています。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf 

 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

CSR の取り組みについては「CSR 報告書」にて開示しています。同報告書は、当

社ホームページでも開示しています。 

http://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/index.html 

その他 ― 

 

 

 

 

http://www.asahi-life.co.jp/company/denshi/accounts-ad.html
http://www.asahi-life.co.jp/company/denshi/accounts-ad.html
http://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/index.html
http://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/index.html
http://www.asahi-life.co.jp/company/governance/policy/20181214.pdf
http://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/index.html
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Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

業務の適正を確保するため、コンプライアンス体制やリスク管理体制などの「内部統制システムの基本

方針」を策定し、ディスクロージャー資料に記載し開示しています。なお、ディスクロージャー資料は、

当社ホームページでも開示しています。 

https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2019_05.pdf 

 

「内部統制システムの基本方針」に基づき、以下の体制を整備しています。 

・取締役・使用人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 

・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 

・損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・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 

・財務報告の信頼性を確保するための体制 

・当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 

・監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 

・監査役への報告体制およびその他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 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

「内部統制システムの基本方針」、「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス遵守規準」等にお

いて、反社会的勢力とは保険契約をはじめ一切の取引を行わない旨を定め、警察や暴力追放運動推進セ

ンターおよび弁護士等と緊密な連絡体制を構築のうえ、毅然とした姿勢で組織的に対応し、反社会的勢

力との関係遮断を図ることとしています。 

反社会的勢力への対策に係る専門的な事項に関しては、経営会議メンバーにより構成される「コンプラ

イアンス会議」傘下に「反社会的勢力対策委員会」を設置し、諸対策の実施について全社的なかつ広範

囲な協議を行い、態勢の強化を図っております。また、総務部を反社会的勢力対応の総括部署とし、反

社会的勢力に関して収集した情報を一元的に管理するとともに、全支社に不当要求防止責任者を設置す

る他、社内啓蒙の推進を行っています。 

 

Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

当社は相互会社であるため、買収防衛策は導入していません。 

 

 

https://www.asahi-life.co.jp/company/intro/disclosure/disclosure2019_05.pdf
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２．その他コーポレートガバナンス体制等に関する事項 

― 

 

【模式図(参考資料)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

評 議 員 会

執 行 役 員 会 議

取 締 役 会

総 代 会

監 査 役 会

監 査 役

保 険 計 理 人

委 員 会

会 議

内 部 監 査 局 長

指 名・報 酬 委 員 会

経 営 会 議

ご 契 約 者 （ 社 員 ）

ご契約者懇談会


