
 

 

平成 29 年 3月 15 日 

各 位 

会 社 名  アニコム ホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長    小森 伸昭 

(コード：8715 東証一部) 

問合せ先  取締役経営企画部長  亀井 達彦 

(TEL．03－5348－3911) 

 

 

2017 年２月度 月次経営パラメーターのお知らせ 
 

当社の連結子会社であるアニコム損害保険株式会社の2017年２月度月次経営パラメーターにつき、下記の

とおりお知らせいたします。 

 

記 

 

2016 年度（2016 年４月１日～2017 年３月 31 日）月次経営パラメーター 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

NB 新規契約件数 

（前期件数） 

7,932 件 

(6,876 件) 

8,637 件 

(7,598 件) 

8,123 件 

(6,859 件) 

7,877 件 

(6,475 件) 

8,673 件 

(6,907 件) 

7,942 件 

(7,325 件) 

一般新規契約件数 

（前期件数） 

1,908 件 

(1,998 件) 

1,819 件 

(1,729 件) 

1,762 件 

(1,995 件) 

2,013 件 

(2,054 件) 

2,109 件 

(2,035 件) 

1,915 件 

(1,883 件) 

保有契約件数 

（前期件数） 

589,553 件 

(548,037 件) 

593,560 件 

(551,671 件) 

597,243 件 

(554,837 件) 

601,540 件 

(557,934 件) 

606,374 件 

(561,225 件) 

610,350 件 

(565,051 件) 

月次平均継続率 

（前期％） 

87.7％ 

 (88.8％) 

88.0％ 

(88.8％) 

87.8％ 

(87.8％) 

88.4％ 

(88.1％) 

88.2％ 

(87.7％) 

88.1％ 

(88.0％) 

正味収入保険料 

（前期金額） 

2,198 百万円 

(1,931 百万円) 

2,377 百万円 

(2,099 百万円) 

2,271 百万円 

(2,055 百万円) 

2,235 百万円 

(2,014 百万円) 

2,285 百万円 

(2,060 百万円) 

2,272 百万円 

(2,072 百万円) 

保険金支払件数 

（前期件数） 

200,873 件 
(188,379 件) 

225,531 件 

(187,296 件) 

253,779 件 

(242,674 件) 

225,402 件 

(233,794 件) 

254,202 件 

(230,236 件) 

247,594 件 

(244,649 件) 

保険金支払金額 

（前期金額） 

1,059 百万円 

(952 百万円) 

1,176 百万円 

(921 百万円) 

1,318 百万円 

(1,186 百万円) 

1,151 百万円 

(1,167 百万円) 

1,292 百万円 

(1,135 百万円) 

1,257 百万円 

(1,179 百万円) 

対応動物病院数 

（前期数） 

5,980 病院 

(5,803 病院) 

5,992 病院 

(5,815 病院) 

6,001 病院 

(5,820 病院) 

6,004 病院 

(5,831 病院) 

6,010 病院 

(5,838 病院) 

6,011 病院 

(5,848 病院) 

 



 

 

 

 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

NB 新規契約件数 

（前期件数） 

8,435 件 

(7,017 件) 

8,045 件 

(7,180 件) 

9,206 件 

(7,277 件) 

9,420 件 

(8,004 件) 

8,124 件 

(7,463 件) 

 

(7,974 件) 

一般新規契約件数 

（前期件数） 

1,965 件 

(2,106 件) 

1,879 件 

(1,967 件) 

1,917 件 

(1,925 件) 

1,778 件 

(1,935 件) 

1,743 件 

(1,705 件) 

 

(1,806 件) 

保有契約件数 

（前期件数） 

614,856 件 

(568,538 件) 

618,789 件 

(572,251 件) 

622,900 件 

(575,526 件) 

627,697 件 

(579,655 件) 

631,789 件 

(582,798 件) 

 

(585,962 件) 

月次平均継続率 

（前期％） 

88.6％ 

 (88.4％) 

88.2％ 

(88.2％) 

88.5％ 

(88.1％) 

88.4％ 

(88.4％) 

88.1％ 

(88.1％) 

 

(88.3％) 

正味収入保険料 

（前期金額） 

2,347 百万円 

(2,125 百万円) 

2,313 百万円 

(2,101 百万円) 

2,407 百万円 

(2,178 百万円) 

2,473 百万円 

(2,254 百万円) 

2,324 百万円 

(2,162 百万円) 

 

(2,312 百万円) 

保険金支払件数 

（前期件数） 

243,472 件 
(234,212 件) 

256,221 件 
(232,790 件) 

240,245 件 
(227,535 件) 

236,480 件 
(226,013 件) 

219,580 件 
(215,444 件) 

 

(218,804 件) 

保険金支払金額 

（前期金額） 

1,245 百万円 

(1,140 百万円) 

1,325 百万円 

(1,142 百万円) 

1,282 百万円 

(1,159 百万円) 

1,254 百万円 

(1,173 百万円) 

1,197 百万円 

(1,147 百万円) 

 

(1,165 百万円) 

対応動物病院数 

（前期数） 

6,014 病院 

(5,859 病院) 

6,018 病院 

(5,871 病院) 

6,030 病院 

(5,883 病院) 

6,043 病院 

(5,895 病院) 

6,062 病院 

(5,930 病院) 

 

(5,969 病院) 

 

 

以上 


