
ＳＯＭＰＯホールディングスのご案内



■ 実費型医療保険『入院パスポート』
将来の予測不能な入院の治療費を不足なく実費型で

補償するだけでなく、入院前にお受け取りいただける入
院準備保険金、入院されたご本人や看病されるご家族の
負担軽減を目的とした入院時選べるサポート等を提供します。

■  つながるドラレコ『Driving!』
運転歴の浅い方や運転に不安を感じる方、高齢者やそ

のご家族に安心を提供する、ドライブレコーダーを活用し
た個人向け安全運転支援サービスです。事故による強い
衝撃を検知した場合、端末本体から直接、当社のオペレーターとつな
がり、必要に応じてALSOKかけつけ安心サービスを手配するなど、
お客さまへさらなる安心・安全を提供します。

代理店販売が主体の損保ジャパンとダイレクト販売のセゾン自動車火災、少額短期保険を展開するMysuranceが多様化するお客
さまの保険ニーズに対応しています。ほかにも、損保ジャパンＤＣ証券が確定拠出年金事業、損保ジャパンパートナーズが保険代理店
事業、ＳＯＭＰＯリスクマネジメントがリスクマネジメント事業・サイバーセキュリティ事業、プライムアシスタンスがアシスタンス事業、 
ＳＯＭＰＯワランティが延長保証事業を展開しています。

国内損害保険事業

安心・安全・健康のテーマパークへ
ＳＯＭＰＯグループはデジタル技術の活用や新たな事業・サービスの展開によって、既存のビジネスモデルやグループ
全体の事業ポートフォリオの変革を進めています。
“安心・安全・健康のテーマパーク”により、あらゆる人が自分らしい人生を健康で豊かに楽しむことのできる社会を実現
することをパーパスとしています。

■ 移動の保険『UGOKU』
「自動車保険を解約しても、日常生活で必要な補償は
残したい」といったお客さまのご要望に応じ、歩行中や自
転車運転中、電車やバスに搭乗中など、移動に関わるご
家族全員のリスクを幅広く補償し、安心・安全な移動を支援します。

■ 事業活動総合保険『ビジネスマスター・プラス』（メディカル・マスター）
事業活動をとりまくさまざまな損害（物損害・休業損害・

賠償責任・労働災害など）を1契約でまとめて補償します。
2021年から、これまでの補償に人的資産である役員・

従業員の疾病や休業リスクを補償するプラン『メディカル・マスター』
も加わりました。
役員・従業員に保険料を負担させることなく企業負担でリスクをカ

バーできるため、福利厚生の充実
につながります。
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（注）「ＳＯＭＰＯの価値創造の全体像」については「ＳＯＭＰＯホールディングス 統合レポート2022」のP.18をご参照ください。

ＳＯＭＰＯの価値創造の全体像



■ 農業保険のグローバルブランド『AgriSompo』
ＳＯＭＰＯインターナショナルは、農業保険のグローバルブランド『AgriSompo』
を展開し、世界各地の農業関係者に保険、再保険商品を幅広く提供すること
で干ばつ・洪水・その他の自然災害を包括的に補償しています。2020年12月
には、米国連邦政府の制度農業保険において業界第4位のDiversified Crop 
Insurance Serviceを買収したことで、米国および世界の農業保険において確固
たるポジションを確立しました。世界中のお客さまに多様な商品とニーズに応じた
ソリューションをご提供するとともに、環境問題、社会課題解決に資する取組みを
通じて持続可能な社会の実現
に貢献していきます。

■ ＳＯＭＰＯインターナショナルについて
ＳＯＭＰＯインターナショナルは経験豊富なアンダーラ
イティング、リスクコントロール、保険金支払い対応と、最
先端のテクノロジーを活用しながら戦略的リスク選択を
行い、卓越したサービスをお客さまに提供しています。
コマーシャル分野においては、ＳＯＭＰＯグループのブ

ランド、販売力、資本、人材の強みを活かして、規律ある
保険引受、お客さまへの幅広いリスクマネジメントサービ
スのご提供、新規ビジネス機会の獲得、戦略的M&Aに
より規模を拡大しながら成長を続けています。
コンシューマー分野ではトルコ、東南アジア等の主

要市場で幅広い個人向け商品および中小企業向けソ
リューションを提供し続けています。

海外保険事業は、着実なオーガニック成長と規律あるM&Aにより拡大してきました。
29か国・地域に拠点を有し、Sompo International Holdings Ltd. （以下ＳＯＭＰＯインターナショナル）がグローバルに統合され
たプラットフォームの構築を進めています。

海外保険事業

ＳＯＭＰＯひまわり生命は、保険本来の機能（Insurance）に、健康を応援する機能（Healthcare）を組み合わせ、お客さまが健康になるこ
とを応援する健康応援企業として、従来にない新たな価値「Insurhealth®（インシュアヘルス）」を提供しています。

国内生命保険事業

■ Insurhealth®の提供を通じたお客さまの健康維持･増進の応援
お客さまの健康を応援する「健康☆チャレンジ制度※」を創設し、2020年4月から請求手続きを開始しました。
お手続き時に健康診断（または人間ドック）結果の特定項目の提示が必要なため、健康診断（または人間ドック）受診率向上や、お客さまにご自

身の健康状態について正確な知識を持っていただくことにつながっています。
この制度が、何度も挫折した禁煙の成功につながったり、家族でウォーキングに励むように

なったなど、生活習慣の見直しのきっかけになっています。
※ 契約日から2年経過後～5年以内に再査定を実施し、健康チャレンジが成功（当社基準に適合）となった場合、
① 以降の適用保険料率を変更
② 健康チャレンジ祝金（保険料差額相当額）をお支払い

農業保険のグローバルブランド『AgriSompo』

健康チャレンジ数 8,380件

チャレンジ成功数 6,806件（成功率：81.2%）

成功後の保険料差額（年間） 平均12,246円

祝金 平均30,519円

（2022年7月15日時点）

【第１弾】2018年4月

(健康を応援する収入保障保険)

【第2弾】2018年8月

(乳がんを支援するサービス・商品)

【第4弾】2019年3月

(経営者の重大疾病の保障）

【第6弾】2020年3月

(従業員の福利厚生・健康経営割引）

【第8弾】2021年3月

(非喫煙者のみのがん保険）

【第3弾】2018年10月

(MCI（軽度認知症障害）を保障）
【第5弾】2019年12月

(糖尿病の方向けの医療保険）

【第7弾】2020年6月

(生活習慣病の重症化予防）

【第9弾】2021年10月

(トータルサポートする新しいがん保険）

無配当総合福祉団体定期

Insurhealth®（インシュアヘルス）の具体的な商品として、
9つの商品を発売しています。

目指す姿

保険が人を健康にするインシュアヘルスの時代へ

今までのリスク
マネジメント

お客さまに「万が一」が
あった場合に保険金を
お支払いする

+αのウェルネス
マネジメント

健康活動・予防により
「万が一」を回避し、
リスクを軽減する



デジタル事業の中核会社であるSOMPO Light Vortexでは、ＳＯＭＰＯグループが掲げる「安心・安全・健康のテーマパーク」を目指し、あらゆ
る人が健康で豊かに楽しむことのできる社会の実現のため、優良なスタートアップや事業パートナー等との協業によるデジタルを活用した商品・
サービスの提供を通じて、社会課題の解決を目指しています。また、ヘルシーエイジング領域における新たなサービスや空き家を活用した新たな
生活体験の提供など、新たな価値を創造していきます。
ＳＯＭＰＯオークスは、乗用車を中心に、事故車、故障車、過走行の中古車などのBtoBオートオークション販売を行っています。グローバルにア
クセスできるよう、複数のオークション事業者と連携したオークションプラットフォームを構築しています。

Palantir Technologies Japanは、データ駆動型の事業運営と意思決定を可能とする先進的オペレーティングシステムを有する世界的な
ソフトウェア企業である米国 Palantir Technologies Inc.の知見と技術を活かして、ＳＯＭＰＯグループと連携し、日本の社会課題解決に向け
た取組みを加速させていきます。

デジタル・AI・データ解析技術などを駆使し、リスクの可視化による行動変容の促進、健康に資する各種サポートによるQoL（Quality 
of Life）の向上および女性が活躍できる健康支援など、新たな顧客価値を提供していきます。

■ シニア事業特化型「ビジネスプロセスサポート（BPS）」
介護産業の持続可能性向上への貢献を目指し、「介護の担い手を支えるために」何ができるかを考

えてきました。その1つの答えが、ＳＯＭＰＯケアの仕組みやノウハウを介護業界に関わる他の事業者の
ニーズに応じて提供する「ビジネスプロセスサポート（BPS）」です。運営に関するさまざまなお悩みを
解決する「アドバイザリーサービス」。業務負担の軽減と介護サービス品質の向上を両立する「ICT推進
サービス」。幅広い業務にワンストップで対応する「運営サポートサービス」。この3つのメニューを通じ、
最適なソリューションを提供します。

お客さまお一人おひとりの想いに寄り添う「介護の総合ブランド」として、在宅から施設まで、フルラインナップの介護サービスを全国
で提供しています。

介護・シニア事業

デジタル事業

アドバイザリーサービス
お客さまの目標、運営実績、施設の
現状など、すべての要素をＳＯＭＰＯ
ケアの基準に照らし合わせ、潜在的
な課題も抽出。お客さまごとに異な
るニーズを的確に把握し、解決策を
提案します。

ICT推進サービス
シニア事業で蓄積したさまざまなノ
ウハウを活かし、適切なコストでICT
化をサポート。スタッフの情報共有や
コミュニケーション活性化、業務負担
軽減、介護サービス品質向上などを
お手伝いします。

運営サポートサービス
備品や機器類の購買、設備の維持・
管理、ご入居者のお食事提供など、
運営に伴う業務の窓口を集約し、ワ
ンストップで対応。事務作業を効率化
し、コスト削減、介護サービス向上を
サポートします。

サブスク「BPS会員サービス」をスタート
課題解決に役立つ機能やツールを、会員さま限定でご提
供。当社が全国約1,000事業所で得た介護事業運営ノウ
ハウのなかで、独自で準備することが大きな負荷になるも
のや、業界全体で準備できればうれしいツールなどを商品
化。月会費のみのご負担で、必要に応じてご利用いただけ
ます。

ＳＯＭＰＯケアの概要

売上高（2022年3月 連結） 1,361億円

シニアリビング居室数 約28,500室

介護付きホームほか 322棟

サービス付き高齢者向け住宅 146棟

在宅サービスなど 563事業所

保険の枠を超えた
ソリューションデジタル事業

ＳＯＭＰＯの強み

保険事業・介護事業のトッププレイヤー

RDP

他社リアルデータ連携

ＳＯＭＰＯ新事業リアルデータ

ＳＯＭＰＯ
既存

リアルデータ

ＳＯＭＰＯ
Light

Vortex
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ＳＯＭＰＯ
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介護関連
データ
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ABEJA
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ネットワーク
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「安心・安全・健康のテーマパーク」の実現に向けて
「安心でいたい」「安全でいたい」「健康でいたい」

だれもが持つこの根源的な想いに応えるために、グループの力を結集して、
さまざまな最高品質の「安心・安全・健康」に関するソリューションを次々に創出していきます。

これらを組み合わせることによって、一人ひとりの「テーマパーク」のような存在となることを目指します。

シェアリングサービスへの取組み
■カーシェアリング事業・カーリース事業
個人間カーシェア事業の株式会社DeNA SOMPO Mobilityは、個人間

カーシェアサービス『Anyca』を運営しています。2021年6月末の累計会員
登録数が50万人を突破し、累計で1,000以上の車種数、累計で20,000台
以上のクルマが登録されています。専用保険を開発し、会員の皆さまに安
心してご利用いただける環境を整えています。
マイカーリース事業の株式会社DeNA SOMPO Carlifeは『ＳＯＭＰＯで

乗ーる』を運営し、2021年3月に実施した定額カーリース分野におけるイン
ターネット調査において3部門でNo.1を獲得しました。

■駐車場シェアリング事業の拡大
ＳＯＭＰＯホールディングスは、akippa株式会社を関連会社化し、駐車
場シェアリング事業に参入しました。ＳＯＭＰＯホールディングスの持つ
1,300万件の自動車データや損保ジャパンの代理店網を活用し、シェアリ
ング型駐車場およびakippa登録会員数の拡大を図り、高齢者の免許返
納後の駐車場の有効活用など、社会問題の解決に貢献します。また、駐車
場オーナーが安心して貸し出せるよう、損保ジャパンでは業界初の「駐車
場シェア専用保険」を開発しました。

自動運転の取組み
ＳＯＭＰＯホールディングスは、自動運転システム開発事業などを手がける株式会社ティア
フォーへ出資し、関連会社化しました。
インシュアテックソリューション「Level Ⅳ Discovery」の共同開発に取り組んでおり、損害 

保険事業を通じて得られる走行・環境負荷・交通事故などのリアルデータとデジタル技術
を融合させ、「事故の予防・見守り・補償」を総合的に提供することで、安心・安全な自動運転
サービスの社会実装を支えます。
具体的には、事故トラブル対応サービス研究拠点「コネクテッドサポートセンター」の開設

や、自動運転走行に関するリスク評価を定量的かつ迅速に提供できるよう進化させたデジタ
ルリスクアセスメントの開発を進め、自動運転の社会実装を後押しする役割を果たします。

リアルデータ活用の取組み
ＳＯＭＰＯグループ内外から各事業を通じて得られる膨大なリアルデータ※の利活用は、人
の生活をより豊かにする大きな付加価値を生み出すとともに、持続可能な社会の実現と企
業価値の向上にもつながっていくと考えています。リアルデータを活用し、安心・安全・健康に
資する新たなソリューションを生み出すＳＯＭＰＯ独自の仕組み「リアルデータプラットフォーム
（RDP）」を通じて、よりスケールの大きな価値提供に取り組んでいきます。ＳＯＭＰＯケアの
施設では、日々のご入居者さまの体調を把握するための各種バイタルの記録や施設運営上
のケアスケジュールなどさまざまなリアルデータが発生しています。異なる場所に保存してい
たこれらのデータを統合することで、データに基づく施設長の迅速な判断を助けることがで
き、介護オペレーションの改善や最適化に寄与することが実証できました。現在は自社内で
の展開拡大と並行して、さらなるデータ・ノウハウ蓄積に向けて外部の介護事業者に対するソリューションの展開を目指しています。また、将来的には、介
護業界の標準OS（オペレーティングシステム）となっていくように開発を進めています。
※リアルデータ…各事業・領域において社会や生活から得られる実際のデータ
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会社概要 （2022年4月1日現在）

ＳＯＭＰＯホールディングスの主要な指標

会社名 :ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社
（英文表記：Sompo Holdings, Inc.）

設立 : 2010年4月1日

資本金 : 1,000億円

グループCEO 取締役
代表執行役会長

: 櫻田 謙悟

事業内容 : 損害保険会社、生命保険会社その他の保険業法の
規定により子会社等とした会社の経営管理および
これに附帯する業務

上場証券取引所 : 東京証券取引所（プライム市場）

格付け情報（2022年4月1日現在）

格付会社 対象 損害保険
ジャパン

ＳＯＭＰＯ
ひまわり生命

S&P 保険財務力格付け A+ A+

Moody’s 保険財務格付け A1 ̶

格付投資情報センター
（R&I）

発行体格付け AA ̶

保険金支払能力格付け ̶ AA

日本格付研究所（JCR） 長期発行体格付け AA+ ̶

A.M.Best 財務格付け A+ ̶

正味収入保険料 親会社株主に帰属する
当期純利益
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2019 2020 2019 2020

（億円） （億円）

（年度）（年度）

28,254 29,235

2021

32,157

1,225
1,424

2021

2,248

東京火災
1887年7月

（1888年10月創業）

損保ジャパン
2002年7月

損保ジャパン日本興亜
（2014年9月1日合併）

安田火災海上 日産火災海上 大成火災海上

日本傷害
1911年5月

日本火災
1892年5月

日本興亜損保
2001年4月

日本火災海上 興亜火災海上

中外海上
1918年4月

NKSJホールディングス 
2010年4月1日経営統合

損保ジャパン日本興亜ホールディングス
2014年9月1日社名変更

ＳＯＭＰＯホールディングス
2016年10月1日社名変更

損害保険ジャパン
（2020年4月1日社名変更）

沿革 （注）本表は、主要な沿革を掲載しています。


