
 

 

 

 
 

            

 
平成 21 年 2 月 13 日 

 
各  位 
                                     会 社 名  富 士 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社                   
                                   代表者名  代表執行役社長 ビジャン コスロシャヒ 
                                          （コード番号  ８７６３  東証・大証第 1部） 

                                  問 合 先  社長室長      御厨 志郎 
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『富士事業強化プラン』の策定に関するお知らせ 

 
 
このたび当社では、喫緊に取り組むべき経営戦略等をまとめた「富士事業強化プラン〔FEP〕」を

策定しましたのでお知らせします。 

 
 
 
◇「富士事業強化プラン」策定に際して 
 

 富士火災グループの業績に関しまして、損害保険事業に関する業績は順調に推移しており、平

成 20 年度第 3 四半期において、地震・自賠責保険を除く一般種目合計で 0.5％の増収となりまし

た。また、生命保険事業におきましても、保険料増収率が 13.5％と順調に推移しています。 
  資本強化に関しまして、第三者割当による増資のほか、金融機関から総額 60 億円の劣後ロー

ンを調達するとともに、株式・為替等のマーケットの変動によって資本に大きな影響がないよう、

追加ヘッジ等によりリスク低減を図りました。また、リスク性資産を圧縮してポートフォリオの

構成を是正するとともに、円金利資産中心のポートフォリオの構築を目指すなど、安定的な経営

基盤の確立に努めています。 
  今回の世界的な金融危機により、当社におきましても資産等に大きな影響を受けておりますが、

各種準備金におきましては十分な水準の積立を行っておりますので、お客さまのご契約や保険金

のお支払いに影響することはありません。 
今後とも厳しい経営環境は続くものと予想されますが、この事業強化プランを遂行して各目標

を達成することで、安定的な経営基盤を確立し、“お客さま視点”でのさらなる成長と、コスト

削減による効率化を実現するよう努めてまいります。 

  なお、現在の業績に鑑み、取締役・執行役につきましては、年間報酬総額の 15％削減、賞与の

無支給、ならびにストックオプションの返上を行うことを決定しております。 
 
 
 
〔別紙〕 

・富士事業強化プラン〔FEP〕2009～2010 年度 

（財）財務会計基準機構会員 



富士事業強化プラン富士事業強化プラン[[ＦＦＥＥＰＰ]]
Fuji Fuji BusinessBusiness EnhancementEnhancement PlanPlan

20092009～～20102010年度年度

～～ 経営基盤の強化と経営基盤の強化とｶｽﾀﾏｰ・ﾌｧｰｽﾄｶｽﾀﾏｰ・ﾌｧｰｽﾄの実現の実現 ～～

2009年2月13日
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コア・ビジネスの成長戦略
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● システム投資や人件費の増加などにより、一時的に事業費が過大となった

● 世界的金融危機の影響と資産運用リスクの偏りにより、多額の有価証券評価損が発生した
● 種目構成比の適正化により、収益性をさらに高める必要がある
● “お客さまの声”に基づいた業務品質の向上が強く求められている

富士火災グループの課題と対応

富士火災グループは、専門知識豊富な販売網（プロフェッショナルチャネル）を通じて、 「革新的な商品」と「 高品質のサービス」を

お客さまにお届けしてまいりました結果、保険料増収率、損害率ともに業界トップクラスの良好な水準を実現しています。

課
題

Ⅰ.お客さま視点のユニークな成長戦略により、保険本業で安定的かつ高い収益性を確保しつづける企業となります

Ⅱ.独自性・優位性を発揮できるフィールドで、お客さまに革新的な商品と最高品質のサービスを提供します

Ⅲ.プロフェッショナルな販売網と最新のデータベースマーケティングを通じて、お客さまに満足と利便性を提供します

カスタマー
ファースト

宣言

～経営基盤の強化とカスタマー・ファースト（すべてはお客さまのために）の実現～
運用ポートフォリオの見直しとリスク管理の厳格化、適切な資本強化策の実施により、安定的な経営基盤を確立します。

また、AIGｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｵﾘｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟとの連携を強化するとともに、お客さま視点（ｶｽﾀﾏｰ･ﾌｧｰｽﾄ）でさらなる成長と効率化を実現します。

富士事業強化プラン［FEP］の策定富士事業強化プラン［FEP］の策定
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コスト削減プラン 【Cost Reduction Plan (CRP)】（2009年度～2010年度）

人件費削減

35億円以上

人件費削減

35億円以上
物件費削減

35億円以上

物件費削減

35億円以上
2010年度に2008年度対比

７０億円以上のコスト削減を実現

2010年度に2008年度対比

７０億円以上のコスト削減を実現

１．本社組織のスリム化
２．営業店舗・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ統廃合
３．営業事務センタープロジェクト
４．「ﾆｭｰｾｰﾙｽ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」
５．ＩＴ・業務ﾌﾟﾛｾｽｺｽﾄ削減ﾌﾟﾗﾝ
６．ﾌｧｼﾘﾃｨ・文書関連削減ﾌﾟﾗﾝ

⇒ 組織数30％以上の削減 〔▲10億円以上〕
⇒ 60店舗以上の統合 〔▲15億円以上〕
⇒ 全国の事務処理の松山（愛媛県）集中を完成 〔▲10億円以上〕
⇒ 5000店以上の代理店統合など 〔▲10億円以上〕
⇒ 大規模システム投資の計画的見直しなど 〔▲20億円以上〕
⇒ ﾌｧｼﾘﾃｨ・文書・通信費関連費用の削減など〔▲5億円以上〕

アクションプラン

要員削減
約600名
（約10%）

要員削減
約600名
（約10%）

◎ ＡＩＧグループ各社を引受先とする総額157億円の第三者割当増資の実施（2008年12月、2009年1月）
◎ 金融機関から総額６０億円の劣後ローンの調達（2009年1月）
◎ 株式・為替等のマーケットの変動によって資本に大きな影響がないよう、追加ヘッジ等のアクションによりリスクを低減

◎ ＡＩＧグループ各社を引受先とする総額157億円の第三者割当増資の実施（2008年12月、2009年1月）
◎ 金融機関から総額６０億円の劣後ローンの調達（2009年1月）
◎ 株式・為替等のマーケットの変動によって資本に大きな影響がないよう、追加ヘッジ等のアクションによりリスクを低減

資本強化

◎ 資産構成の是正
・リスク性資産を圧縮し、 2年間でポートフォリオの構成を是正
・残高圧縮の目標達成までは、オプション等によりリスクヘッジを実施

◎ 円金利資産中心のポートフォリオ構築
・円建債券を中心とした資金の再投資(運用資産に占める割合45％以上（2010年度末))

◎ 資産構成の是正
・リスク性資産を圧縮し、 2年間でポートフォリオの構成を是正
・残高圧縮の目標達成までは、オプション等によりリスクヘッジを実施

◎ 円金利資産中心のポートフォリオ構築
・円建債券を中心とした資金の再投資(運用資産に占める割合45％以上（2010年度末))

資産運用方針 【Risk Reduction Plan (RRP)】
リスク性資産圧縮のターゲット

2010年度末の運用資産に占める割合を
次のとおりとする。

・外貨建債券 8％以内
・その他証券（株式性） 5％以内
・その他証券（不動産性） 6％以内

リスク性資産圧縮のターゲット

2010年度末の運用資産に占める割合を
次のとおりとする。

・外貨建債券 8％以内
・その他証券（株式性） 5％以内
・その他証券（不動産性） 6％以内

コスト削減／資本強化・資産運用
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コア・ビジネス（ユニークな成長戦略）

１．セグメントマーケティングの強化

⇒ 「中堅・中小企業マーケットプロジェクト」

２．専門知識豊富な販売網（プロフェッショナルチャネル）による

「人保険（傷害・医療・生命保険）」のクロスセルの推進

３．不動産マーケットでの火災保険の販売拡大（Web・ﾓﾊﾞｲﾙの活用）

４．ＩＴ･Webを活用した新たなビジネスモデルによる販売拡大

１．セグメントマーケティングの強化

⇒ 「中堅・中小企業マーケットプロジェクト」

２．専門知識豊富な販売網（プロフェッショナルチャネル）による

「人保険（傷害・医療・生命保険）」のクロスセルの推進

３．不動産マーケットでの火災保険の販売拡大（Web・ﾓﾊﾞｲﾙの活用）

４．ＩＴ･Webを活用した新たなビジネスモデルによる販売拡大

2007年度 2010年度

Ａ．ニーズの高い商品を中心とした着実な成長（増収）

◆生損保合計保険料収入 3,530億円 ⇒ 3,730億円

（＋5.7％）

◆人保険（傷害・医療・生保）構成比 20.7％ ⇒ 26％

◆火災保険構成比 14.0％ ⇒ 16.5％

Ｂ．専門知識豊富な販売網（ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾁｬﾈﾙ）の強化

◆プロフェッショナルチャネル収保構成比

(営業社員＋専業代理店） 48％ ⇒ 60％

2007年度 2010年度

Ａ．業界トップクラスの増収率の維持

◆一般勘定種目増収率（年間） ▲0.6％ ⇒ 1.5％
（業界平均▲0.8％）

Ｂ．適切な保険引受による損害率のさらなる改善

◆損害率 61.4％ ⇒ 58.5％
（業界平均63.6％）

Ｃ．徹底したコスト削減による本業での利益確保
◆コンバインドレシオ 97.7％ ⇒ 94％

2007年度 2010年度

Ａ．ニーズの高い商品を中心とした着実な成長（増収）

◆生損保合計保険料収入 3,530億円 ⇒ 3,730億円

（＋5.7％）

◆人保険（傷害・医療・生保）構成比 20.7％ ⇒ 26％

◆火災保険構成比 14.0％ ⇒ 16.5％

Ｂ．専門知識豊富な販売網（ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾁｬﾈﾙ）の強化

◆プロフェッショナルチャネル収保構成比

(営業社員＋専業代理店） 48％ ⇒ 60％

2007年度 2010年度

Ａ．業界トップクラスの増収率の維持

◆一般勘定種目増収率（年間） ▲0.6％ ⇒ 1.5％
（業界平均▲0.8％）

Ｂ．適切な保険引受による損害率のさらなる改善

◆損害率 61.4％ ⇒ 58.5％
（業界平均63.6％）

Ｃ．徹底したコスト削減による本業での利益確保
◆コンバインドレシオ 97.7％ ⇒ 94％

コアマーケットでのコンサルティングセールス強化

保険本業における収益の改善

１．ＡＩＵ保険会社とのOEM（商品提供）協力の拡大、ならびに

企業分野での協力関係の確立

２．事業効率化の推進

１．ＡＩＵ保険会社とのOEM（商品提供）協力の拡大、ならびに

企業分野での協力関係の確立

２．事業効率化の推進

富士火災グループの独自性・優位性が発揮できるフィールドに
経営資源を集中

ＡＩＧグループ・オリックスグループの支援を得て成長路線を加速

GOAL（目標） 【Customer First Plan （CFP）】 富士火災グループのアクションプラン

ＡＩＧグループ・オリックスグループとの連携強化


