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会社概要 

社名 SBIインシュアランスグループ株式会社 
（SBI Insurance Group Co., Ltd.） 

所在地 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー16階 

設立 2016年12月19日 
（SBI保険持株準備株式会社 設立） 

営業開始 2017年3月31日 
（SBI保険持株準備株式会社より現社名に商号変更） 

事業内容 保険業法第271条の18に基づく保険持株会社 
保険業法第272条の35に基づく少額短期保険持株会社 

資本金 72億36百万円（2018年9月27日現在） 

役員一覧 

代表取締役執行役員会長兼社長 
取締役執行役員副会長 
取締役執行役員 
取締役執行役員 
取締役執行役員 
取締役 
取締役 
取締役 
常勤監査役 
社外監査役 
社外監査役 

乙部 辰良 
城戸 博雅 
大和田 徹 
長澤 信之 
島津 勇一 
朝倉 智也 
渡邊 啓司 
永末 裕明 
神山 敏之 
大鶴 基成 
松尾 清 
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会社概要 

  沿革 

 
 
2016年12月 
 
 
 
 
 
 
2017年  3月  

 
 
SBIホールディングス株式会社が 
同社グループの保険事業再編を 
目的に当社を設立 
 
 
 
 
内閣総理大臣から、保険会社を 
子会社とする保険持株会社となる 
ことの認可を取得 
 
関東財務局長及び近畿財務局長から 
少額短期保険業者を子会社とする 
少額短期保険持株会社となることの 
承認を取得 
 
SBI損害保険、SBI生命保険、 
SBI少短保険ホールディングスを 
子会社化 
 
SBIインシュアランスグループ株式 
会社に商号を変更し、営業を開始 
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経営理念 
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 1.  全てにおいてお客様を中心に考える ～「顧客中心主義」の徹底～ 
• 常にお客様の立場に立って、お客様にとって真に必要なものは何かを考え、弛まぬ創意・工夫による顧客満足・利便性

の向上、企業努力による顧客還元を追求し続ける。 
• 業務全般において細部に亘りフィデューシャリー・デューティーの原則に則った運営を徹底する。 

 2.  保険業界におけるイノベーターたれ 
• 常に既成概念に囚われないチャレンジ精神をもつ。 
• FintechやBlock Chainなどの技術革新を敏感に捉え、これらを活用したより付加価値の高い商品やサービスの開発を追

求し続けるとともに、高齢化やシェアリングエコノミーの進展など人々の生活様式や社会の変化に迅速かつ柔軟に対応
する企業文化を持ち続ける。 

 3.  正しい倫理的価値観をもつ 
• 常にお客様の資産を預かる金融機関としての高い倫理的価値観を持ち業務を遂行する。 

 4.  社会的責任を全うする 
• 保険事業者としてまた一企業として、社会の一構成要素であるという社会性を十分認識し、さまざまなステークホル

ダーの要請に応えつつ、社業を通じ社会の維持・発展に貢献していく。 



事業内容 

 SBIインシュアランスグループ株式会社は、 
SBIグループの保険事業を統括する 保険持株会社 
 
 
 

 傘下の 保険会社・少額短期保険会社 が一体となり、 
総合的な保険事業を展開 

（ 当社 ） 子会社の経営管理 

(1) 損害保険事業 
   
(2) 生命保険事業 
    
(3) 少額短期保険事業 
 

   

・・・ 

・・・ 

・・・ 

5 



取扱商品 

生命保険事業 損害保険事業 

少額短期保険事業 

生命保険業はSBI生命保険株式会社１社で構成 
SBI生命保険は、インターネット、代理店等を 
通じ、医療保険・定期保険・団体信用生命保険 
を中心に展開 

損害保険業はSBI損害保険株式会社１社で構成 
SBI損害保険は、インターネットを通じ、 
自動車保険・がん保険・火災保険を中心に展開 

少額短期保険業は、SBIいきいき少額短期保険株式会社、日本少額短期保険株式会社、SBIリスタ少額短期保険 
株式会社および当該３社の持株会社であるSBI少短保険ホールディングス株式会社の４社で構成 
さまざまな販売チャネルで、ユニークな少額短期保険を展開 
 
              SBIいきいき少短                                      日本少短                                 SBIリスタ少短 
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業績動向（保有契約件数の推移） 

損害保険事業 
 
（SBI損害保険株式会社の 
 保有契約件数） 

生命保険事業 
 
（SBI生命保険株式会社の 
 保有契約件数） 

少額短期保険事業 
 
（少額短期保険会社3社の 
 保有契約件数合計） 
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※  生命保険事業の保有件数には、団体保険の被保険者数を 
   含めております。 



業績動向（セグメント別の収益） 

セグメント別の収益 
（平成30年3月期） 

• 平成30年3月期（直前期） 
における当社グループの 
外部顧客からの経常収益は、 
62,186百万円 
 

• 事業ポートフォリオは 
バランス良くリスク分散 
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業績動向（収益・利益） 
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SBIインシュアランスグループ(連結) 



当社の強み 

 1. 高い価格競争力 
• インターネットを活用したコスト削減や効率的な顧客アプローチ 
により、非常に低い事業費率を実現。他社よりもさらに 
割安な保険料の設定にチャレンジしています。 

 2. SBIグループのシナジー 

 3. 最先端テクノロジーの活用 

• SBIグループの顧客やSBIグループ提携先の金融機関へのアプローチ 
により、顧客基盤を順調に拡大しています。 

• 最先端テクノロジーを事業に取り込むことにより、 
更なる保険料の引き下げや高付加価値商品の開発を目指します。 
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当社の強み 

従来の保険会社（代理店型） SBI損保（ダイレクト型） 

 1. 高い価格競争力（代表的な取り組み ～SBI損保の自動車保険～） 

 ライフスタイルに応じた合理的な保険料設定 

※ ノンフリート等級の他、事故有係数 
  適用期間も保険料に影響します。 

 中間コスト削減効果を顧客に還元  ⇒  割安な保険料の設定にチャレンジ  
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当社の強み 

 2. SBIグループのシナジー 

 拡大するSBIグループの 
 顧客基盤への保険販売 

SBIグループの顧客数の拡大 

 SBIインシュアランスグループ 
 各社のクロスセリング 
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当社の強み 

 3. 最先端テクノロジーの活用 

【損害保険事業】 
 

 ビッグデータ・AIを活用した顧客分析の高度化により、 
 損害率改善・販売効率向上などに向けた施策を推進中 
 

13 



当社の強み 

14 

健康増進、予防のための契約者特典の提供 

難
易
度 

【課題解決】 
 データ整備 
 個人情報 
 保険料モデル 

年齢・性別のみ ＋人間ドックデータ ＋バイタルデータ バイタル＋アクティビティデータ パーソナル化 

既存の 
生保商品 

体重体組成計等を使う 
健康体割引保険の提供 

生活習慣が反映されるバイタル
データによる死亡・疾病リスクの
変動を随時保険料に反映させる 

住友生命 

IoT活用 

パーソナル保険 
運動や食事による死亡・疾病リスクの
変動を随時保険料に反映させる 

 個々人の保険料割引 
 新しい保障の付加 
 健康度合いに応じたインセンティブプログラム

を作り、健康ランクによって追加の特典や
サービスを提供を行っていく 

未病・予防の情報提供 

疾病リスクや生活スタイルから 
最適な保険商品の提案 

リスク 
要因 

（提携企業等） 

【生命保険事業】 
 

 将来のパーソナル保険提供に向けヘルスケア関連企業と連携 
 

 健康に関するエコサイクルを構築することで競争優位性を確立 
 
 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJrOmHgZ3bAhUPNrwKHehzBbAQjRx6BAgBEAU&url=https://baseconnect.in/companies/ba9f3cd3-4bf4-4d5e-a273-513297bc7ecc&psig=AOvVaw1AdijgKJVWAjjBypf4t6gq&ust=1527205233519589
https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVl-H_gJ3bAhVPO7wKHY07Aw0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.froma.com/detail/clc_2889559001/&psig=AOvVaw1AdijgKJVWAjjBypf4t6gq&ust=1527205233519589
https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn4ZWvgZ3bAhUT5bwKHcgqA4EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.techv.co.jp/news/2014/201409_000420.html&psig=AOvVaw1JHZPDj4pZy1j0LRMls--O&ust=1527205336383373


成長戦略 
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 SBIグループのシナジーおよびテクノロジーを最大限活用し、 
単独の保険会社では成し得ない成長を実現 

企
業
成
長 

時間 

既存大手のシェア奪取による成長 

新商品やニッチ市場の開拓による成長 

Blue Ocean 

Red Ocean 

国内市場規模 ： 生保 約44兆円、損保 約8兆円 

新市場 

既存市場 

ネットビジネスの 
ノウハウ 

競争優位性のある 
保険料 

グループシナジー 

Fintech活用による 
新商品の開発 

少短保険を軸とした 
ニッチ市場の開拓 



今後のビジネス展開 

SBIグループと 
提携している 
地域金融機関 

販売 

販売 

販売 

※仮画像のため 
   透かしあり。 
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 SBIグループの提携先 
地域金融機関による 
保険販売の拡大を目指す。 

 強いシナジーを期待できる 
外部企業のM&Aなども検討 
 



Disclaimer 
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 本プレゼンテーション資料は、関連情報のご案内のみを目的として当社が作成したものであり、米国、日本国または
それ以外の一切の法域における有価証券の取得勧誘または売付け勧誘等を構成するものではありません。米国、日本国
またはそれ以外の一切の法域において、適用法令に基づく登録もしくは届出またはこれらの免除を受けずに、当社の有
価証券の募集または販売を行うことはできません。本プレゼンテーションに記載されている情報は、現時点の経済、規
制、市場等の状況を前提としていますが、その真実性、正確性または完全性について、当社は何ら表明および保証する
ものではありません。本プレゼンテーション資料に記載された情報は、事前に通知することなく変更されることがあり
ます。本プレゼンテーション資料およびその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、何人も、その他
の目的で公開または利用することはできません。将来の業績に関して本書に記載された記述は、将来予想に関する記述
です。将来予想に関する記述には、以下に限りませんが「信じる」、「予期する」、「計画する」、「戦略をもつ」、
「期待する」、「予想する」、「予測する」または「可能性がある」というような表現および将来の事業活動、業績、
出来事や状況を説明するその他類似した表現を含みます。将来予想に関する記述は、現在入手可能な情報をもとにした
当社の経営陣の判断に基づいています。そのため、これらの将来予想に関する記述は、様々なリスクや不確定要素に左
右され、実際の業績は将来予想に関する記述に明示または黙示された予想とは大幅に異なる場合があります。したがっ
て、将来予想に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。新たな情報、将来の出来事やその他の
発見に照らして、将来予想に関する記述を変更または訂正する一切の義務を当社は負いません。 
 
 本プレゼンテーション資料に記載されている当社以外の企業等に関する情報および第三者の作成に関する情報は、公
開情報等から引用したものであり、そのデータ・指標等の正確性・適切性当について、当社は独自の検証は行っておら
ず、何らその責任を負うことはできません。 
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