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楽天損保は、楽天保険グループにおける中核事業の一つです。自動車保険や火災保
険のような従来の損害保険商品に加え、自転車保険やゴルファー保険、１日保険シ
リーズなどお客さまの日常生活をサポートする商品を提供しています。
楽天会員を中心に幅広く展開するインターネットチャネルや楽天グループのテクノロ
ジーを活用した商品を展開しており、国土交通省ハザードマップの情報をマッチング
した水災リスクに応じた住宅向け火災保険ホームアシスト、また、契約時に「楽天ポイ
ント」を付与するプログラムなどが特長です。
いつの時代も欠かせない「安心」と「信頼」を皆さまにお届けする、身近で親しみやすい
損害保険会社として、また楽天グループの技術力を活かした先進的な損害保険会社
として、楽天損保は広く人 と々社会に活力を提供し続けることをお約束いたします。

楽天損保について



会社概要

会社沿革

（2021年3月31日現在）

1951年  ２月

  ３月

1952年  ３月

2006年  ６月

2018年  ３月

  ７月

2020年  2月

創立総会を日本工業倶楽部で開催
尾上登太郎、初代社長に就任。発行済株式総数１００万株、資本金５，０００万円。本社を東京都千代田区大手町２-２
野村ビル６階に設置 （２月２８日登記）

朝日火災海上保険株式会社として営業開始 （３月１７日）

東京都千代田区神田鍛冶町2－10　上野ビルへ移転

東京都千代田区神田美土代町７番地　住友不動産神田ビルへ移転

楽天グループ株式会社の子会社となる

楽天損害保険株式会社へ社名変更

東京都新宿区新宿6－27－30　新宿イーストサイドスクエアへ移転

役員（2021年7月1日現在）

大株主（2021年3月31日現在）
楽天インシュアランスホールディングス　 20,891,288株

楽天損保について

東京都新宿区新宿6－27－30

1951年2月28日

3ヶ所

5ヶ所

1ヶ所

2,513店

460名

101億5,315万円

4,196億円

379憶円

20,891,288株

本社の所在地

設立年月日

営業拠点数※

代理店数

従業員数

資本金

総資産

元受正味保険料（含む収入積立保険料）

発行済株式総数

穂　坂　雅　之

橋　谷　有　造

大　塚　祐　介

武　田　和　徳

角　谷　洋　一

森　本　大　介

金　澤　浩　志

取締役会長

代表取締役社長

代表取締役副社長

取締役

監査役（常勤）

社外監査役

社外監査役

※　営業拠点数は2021年7月1日現在のものです。

営業店

サービスセンター

サービスオフィス

　当社は、1951年２月２８日、野村證券、大和銀行（現りそな銀行）、第一銀行（現みずほ銀行）、そのほか財界人および有
力各社の発起により、資本金５,０００万円をもって設立、登記されました。同年３月１７日、火災、海上および運送保険の
事業免許を受け、朝日火災海上保険株式会社として営業を開始しました。
　以後当社は、積極的活動と経営の効率化により着実な発展を続け、2018年3月30日、楽天グループ株式会社の子会社
となり、同年7月2日付で、「楽天損害保険株式会社」に社名変更しました。
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トピックス

【1】 火災保険のネット割引を日本で初めて導入
2021年1月1日以降に保険開始となるご契約より、日本初注1となる火災保険の「ネット割引（10%）」を導入しました。自

宅で手軽に保険加入ができるインターネット契約については、新型コロナウィルスの感染防止対策としても有効なことも
あり、ホームアシスト（家庭総合保険）のインターネット契約は保険料ベースで前年度対比＋28％（8月末）と大きく伸びて
おります。火災保険料の負担増を抑えたいお客様も多く、今回のネット割引の導入は、お客様の保険料負担の抑制に繋が
ります。
また、ホームアシスト（家庭総合保険）は、住宅向けの火災保険において、ハザードマップに基づく水災リスクによって保
険料が変動する日本初の火災保険であり、7割の方注2が水災リスクが最も低いA区分になります。水災リスクの低い地域
の方は、水災リスクの高い地域の方に比べて3割以上割安な保険料注3で加入いただくこともできます。
注1　当社調べ（2020年8月末）。特定の方（住宅ローン利用者、取扱代理店案内の特定契約内容をインターネット上で確認・申込する方

等）に限定される割引を除きます。
注2　当社2018年3月末保有保険金額ベース
注3　東京-建物-M構造のA区分とC区分・D区分を比較。詳細は当社HPを参照。

【2】 「J.D. パワー2020年自動車保険契約者満足度調査SM」において、総合満足度ランキ
ング（代理店系部門）第1位を受賞
CS（顧客満足度）に関する調査・コンサルティングの国際的な専門機関である株式会社J.D. パワー ジャパン（本社：東

京都港区、代表取締役社長：山本浩二、略称：J.D. パワー）が行ったJ.D. パワー 2020年自動車保険契約者満足度調
査SMにおいて、総合満足度ランキング（代理店系部門）第1位を受賞しました。

【3】 楽天生命の対面募集代理店で損害保険商品の取扱いを開始
2021年2月1日より、楽天生命保険株式会社（以下、「楽天生命」）の対面募集代理店でドライブアシスト（個人用自動

車保険）とホームアシスト（家庭総合保険）の販売を開始しました。全国に展開する楽天生命の対面募集代理店での損害
保険商品の取扱いを開始することで、対面チャネル、インターネットチャネルの両面からあらゆるお客さまへご提案できる
態勢を整えました。
楽天保険グループでは2019年6月に「楽天保険の総合窓口」を開設し、楽天保険グループの商品についてのご相談や

お問い合わせ、ご契約者さまのお手続きをワンストップでお受けできる総合窓口を運営しています。このたび、楽天生命対
面募集代理店において損害保険商品の取扱いを開始することで、当社では対面チャネルでのワンストップ提案をより拡充
することを実現いたします。

【4】 ドローンを用いた建物屋根部の高所損害調査を開始
2020年４月15日より楽天グループ株式会社（以下、「楽天」）と当社は、ドローンを用いた建物屋根部の高所損害調査

を開始しました。
楽天の無人ソリューション事業部がこれまで蓄積してきたドローンの利活用に関する企画・運用ノウハウを、楽天損保が

行う火災保険の鑑定業務において活用するものです。これまでの調査では、鑑定人が直接屋根部に上がるなどして屋根
部等の状態を確認していましたが、ドローンも調査方法に加えることで、人の手では撮影出来ない位置や角度から損傷箇
所を確認することが可能になりました。また、高解像度の画像で調査箇所の様子をより鮮明に映し出すことができ、家屋に
住む契約者自身でもなかなか気づくことが難しい屋根部の損傷をより正確に記録することができるといったメリットもあ
ります。
また、楽天は企業や自治体と連携し、ドローンを用いた実証実験やサービス提供により実績を積み重ね、従来は人の手
で行われていた作業の生産性を向上させるソリューションの提供に継続的に取り組んでいます。
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スーパージャンプ（満期戻火災保険）
安心の補償はもちろん、満期返れい金が
ある一時払火災保険です。

［スーパージャンプの特長］
１．保険期間は５年間、保険料払込方法は一時払の満期返れい金
がある火災保険です。

２．建物や家財などを対象に、火災、落雷、破裂または爆発、風災・
雹（ひょう）災・雪災、水災などの自然災害リスクから盗難や破
損・汚損などの日常災害リスクまで、幅広く補償します。

３．万が一、全焼してしまっても、損害保険金に加えて、全損時特別
費用保険金をお支払いします。

４．１回の災害でお支払いする保険金が保険金額の全額に満たな
い限り、何度でも保険金をお支払いし、満期時には満期返れい
金をお支払いします。

５．ご契約時に建物の再調達価額の評価を適正に行うことにより、
建物が古くなっても、物価変動があっても、保険金額を限度に
実際の損害額を保険金としてお支払いします。

［傷害総合保険の特長］
１．入院は、日帰り入院から180日まで補償、通院も1日目から補
償します。

２．傷害事故で介護が必要になった場合は、介護保険金をお支払
いします。

３．犯罪被害やひき逃げに遭って死亡した場合や重度の後遺障害
が生じた場合は、被害事故補償保険金を上乗せしてお支払いし
ます。

4．個人賠償責任補償特約をセットすることで、日本国内・国外を
問わず、他人にケガをさせた場合や他人の物を壊した場合に負
担する法律上の損害賠償責任も補償します。

日本国内 ・ 国外を問わず、事故による
ケガを幅広く補償する傷害保険です。

パーソナルアシスト（傷害総合保険）

「傷害総合保険」のネット完結型自転車向けプランです。

サイクルアシスト（傷害総合保険）

「傷害総合保険」のネット完結型ゴルファー向けプランです。

ゴルフアシスト（傷害総合保険）

ネット完結型の海外旅行保険、国内旅行傷害保険です。

トラベルアシスト（海外旅行保険）（国内旅行傷害保険）

楽天損保ならではの保険商品が確かな安心と安全をお届けします。

ホームアシスト（家庭総合保険）
建物や家財等を対象に幅広い補償内容を
備えた住宅向けの火災保険です。

［ホームアシストの特長］
１．火災、落雷、破裂または爆発、風災・雹（ひょう）災・雪災、水災な
どの自然災害リスクから盗難や破損・汚損などの日常災害リス
クまで、お住まいのリスクを幅広く補償します。

２．建物をご契約の場合は、建物罹災時の仮住まい、水道管凍結時
の修理、盗難によるカギの交換なども補償します。

３．お客様のニーズに合わせて補償内容をお選びいただけます。
４．国土交通省のハザードマップに基づいて、お住まいの所在地の
水災リスクに応じた保険料でご契約いただけます。

5．インターネットでご契約いただいた場合、楽天ポイントが貯ま
ります。（楽天ポイントをお使いいただくこともできます。）
6．インターネットでお申込みいただく場合、インターネット割引
10％が適用されます。（2021年1月現在）

[ドライブアシストの特長]
1．ドライブアシストには専用割引としてゴールド免許割引があり、
適用条件を満たしたお客様は、割安な保険料でご契約いただ
けます。

2．ドライブアシストは、お車の使用目的（注1）によってリスクを細
分化し、お客様に最適な保険料をご提供します。

3．ロードアシスタンス特約（注2）により、レッカーけん引費用等を
20万円まで補償します。また、「故障時緊急修理サービス」をご
利用いただけます。さらにドライブアシスト限定のサービスと
して、「臨時代替交通費用サービス」、「臨時宿泊費用サービス」
および「臨時ペット宿泊費用サービス」もご利用いただけます。

4．前年１年間に走行した距離に応じて保険料を算出します。前年
に走行した距離が少ないほど、保険料は安くなります。

5．インターネットでお申込みいただく場合、インターネット割引
25％が適用されます。（2021年1月現在）

6．インターネットでご契約いただいた場合、楽天ポイントが貯ま
ります。（楽天ポイントをお使いいただくこともできます。）
（注1）お車の使用目的には 「日常 ・ レジャー使用」、 「通勤 ・ 通学使用」、 「業務使用」 の３

区分があります。
（注2）「ロードアシスタンス特約」の正式名称は「車両緊急時搬送・引取費用補償特約」と

いいます。

上記商品は、2021年7月1日現在の商品名および補償・サービス内容を記載しています。今後、商品改定により商品名および補償・サービス内容が変更になる場
合もございます。あらかじめご了承ください。

ドライブアシスト（個人用自動車保険）
ドライブアシストは、個人のお客様専用の
リスク細分型自動車保険です。
自動車を運転される際に必要な対人賠償
責任保険、対物賠償責任保険および人身
傷害保険を基本補償とし、ご希望に応じて車両保険をセッ
トすることもできます。
また、すべてのご契約でロードアシスタンスをご利用いた
だけます。

う）災 雪災 水災な

）

身
て車両保険をセッ

住まいの保険

くるまの保険 からだの保険

主な保険商品のご案内
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サービスの種類 対象となるご契約者 内　容

お客様相談サービス すべてのお客様

すべての自動車保険のご契約者

【ロードアシスタンス特約】
　ご契約のお車が事故や故障により自力走行不能となった場
合に、事故・故障現場から修理工場への搬送（レッカーけん引）
費用、落輪時のクレーン等作業費用、修理完了後の車両の引
取費用を１事案につき20万円を限度に補償します。
【故障時緊急修理サービス】
　ご契約のお車の故障やトラブルの場合、修理業者を手配し、
現場にて30分程度の応急修理軽作業を無料で行います。
＜対象となる無料サービス＞
①キーの閉じ込み時・紛失時の鍵開け（現場で鍵開けできる場
合に限ります。）　②バッテリーあがり時のジャンピング　③パ
ンク時のスペアタイヤ交換（チェーンの脱着は対象外となりま
す。また、二輪自動車・原動機付き自転車はサービスの対象外
となります。）　④各種オイル漏れ時の補充　⑤冷却水補給　
⑥その他現場で対応できる軽作業　⑦ロープ使用程度による
落輪引上げ作業（1m以内）　⑧燃料切れとなった場合に、ガソ
リンまたは軽油を最大10リットルまで無料で現場にお届け※２
（自宅駐車場および同等と判断できる場所での燃料切れは
サービスの対象外となります。）
※2　電気自動車の電池切れの場合は、レッカーサービスを適用します。

【ASAPおよびドライブアシスト限定のサービス】
①臨時代替交通費用サービス　②臨時宿泊費用サービス
③臨時ペット宿泊費用サービス

　「お客様相談センター」を設置し、保険商品のご案内やご契
約・事故の手続きなどお客様からのお問い合わせやご相談に
当社スタッフが直接お応えしています。

　緊急時の24時間営業ガソリンスタンド、宿泊設備、タク
シー、レンタカー、整備工場、代替交通手段のご案内を行いま
す。（ご利用料金は、ご利用者のご負担となりますので、あらか
じめご了承ください。）

以下に該当するご契約車両が対
象です。ロードアシスタンスの詳
細および2014年11月30日以前
保険始期のご契約に対するロード
アシスタンスの適用条件等につい
ては、当社ホームページをご確認
ください。
●ASAPおよびドライブアシスト
のご契約車両

●ＰＡＰ（ノンフリート）のご契約車
両

●ＰＡＰ（フリート）にてロードアシ
スタンス特約※１をセットしたご
契約車両

※1　ロードアシスタンス特約の正式名称は、
「車両緊急時搬送・引取費用補償特約」とい
います。

ロードアシスタンス

カーライフサービス　

　水廻り・カギ・ガラス・エアコン・給湯器のトラブルにかか
わる応急処置に対応します。（部品代および30分程度の
応急処置を超える作業料は、お客様負担となりますので、
あらかじめご了承ください。）

賃貸居住者専用火災保険「リビン
グアシスト総合保険」のご契約者
（注）一部対象外の契約もあります。

緊急サポートサービス

　水廻り・カギ・ガラス・エアコン・給湯器のトラブルにかかわ
る応急処置に対応します。（作業料等のご利用料金はご契約
の保険始期によってお客様負担となります。また、部品代は
お客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。）

ホームアシスト、スーパージャンプ
のご契約者

ハウスアシスタンス
サービス

　ALSOK社の隊員が事故現場に無料でかけつけ、事故現場
の安全確保、事故状況の確認、事故現場の記録、ロードアシ
スタンスの出動要請を行うサービスです。(お車の故障やト
ラブルによるロードアシスタンスのみ利用の場合は対象外
となりますので、あらかじめご了承ください。)

ASAPおよびドライブアシストのご
契約者

あんしん事故現場
かけつけサービス

　当社では、ご契約者の皆様へ多様なサービスをご提供しています。主なご契約者サービスは次のとおりです。
（2021年7月1日現在）

・ご契約者サービスの詳細は、当社ホームページをご確認ください。
・一部の保険商品名は、皆様に馴染みのあるペットネームで表記をしています。
・ご契約者サービスは、2020年7月1日現在販売している保険商品に対し、当社がご提供させていただいているものを記載しています。
今後、ご契約の保険期間中であっても、当社の都合によりご契約者サービスの追加・変更・廃止をさせていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

0120-115-603
お客様からのご相談・ご要望は 事故のご連絡・ご相談は

受付時間：平日 午前９：００～午後５：００（年末年始は除きます。）  
携帯電話・PHSからもご利用できます。

0120-120-555お客様相談センター 楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル
受付時間：２４時間３６５日
携帯電話・PHSからもご利用できます。

ご契約者サービス
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着実に堅実に、さらなる飛躍へ。

業 績

今期、当社の正味収入保険料は、収益性の改善を目的とした引受判断の厳格化による影響や新型コロナウイルス感染症による対面営業の自粛

により前期比8,830百万円減の15,740百万円となりました。

一方で、新規契約の販売においては、「楽天ポイント」を付与するプログラムがご好評をいただいております。プログラム導入後、インターネット

経由の申込みが順調に拡大しています。さらに、自動車保険で「J.D. パワー2020年自動車保険契約者満足度調査SM」総合満足度ランキング（代

理店系保険会社部門）にて第1位を受賞することができたことによる効果、また、個人用自動車保険「ドライブアシスト」のインターネットでの申し

込み手続きをわかりやすく改善するとともに、2021年1月よりインターネット割引を22％から25％へ拡大したこともあり、2021年1月～3月の新

規販売件数（インターネット契約）が前期比2.9倍となりました。火災保険では、2021年1月より住宅向け火災保険「ホームアシスト（家庭総合保

険）」に日本初＊1となる火災保険の「インターネット割引（10％）」を導入し、2021年1月～3月の新規販売件数（インターネット契約）が前期比2.1倍

となるなど、新規契約増加の取り組みが進んでおります。

さらに、対面営業では、2021年2月1日より、楽天生命保険株式会社の対面募集代理店で当社の個人用自動車保険と家庭総合保険の販売を開

始いたしました。楽天生命対面募集代理店において損害保険商品を取扱うことで、楽天損保では対面チャネルでのワンストップ提案をより拡充さ

せてまいります。また、楽天エコシステムとのグループシナジーについては、「楽天あんしん延長保証」や「楽天モバイル端末保証」をはじめとする

サービスが順調に拡大しており、収入保険料は前期比＋76％と大きく成長しております。

オペレーションについては、2020年4月に長崎県長崎市で「楽天保険グループ長崎ビジネスセンター」を、2021年1月には愛媛県松山市で「楽

天保険グループ松山ビジネスセンター」をそれぞれ開設し、拠点最適化による生産性の向上および業務品質向上に向けた態勢の整備を行いまし

た。また、以下のペーパーレス化の取組みを実施することにより、お客さまサービスの向上を進めております。

・2020年7月には、個人用自動車保険の「ドライブアシスト」および住宅向け火災保険の「ホームアシスト」の完全ペーパーレスによる新規申し込

み受付を開始しました。

・2020年12月には、お客さまからの保険金請求手続きにおいて、オンライン化により、紙による郵送でのやり取りを省略し、保険金のご請求時に

必要としていたお手続書類を一部ペーパーレス化する取組みを開始しました。

今後も引き続き、さらなるお客さまサービスの向上に努め、より多くのお客さまが安心して日々の暮らしを送ることができるよう、人々と社会を

エンパワーメントしてまいります。

（＊1） 当社調べ（2020年8月末時点）。特定の方（住宅ローン利用者、取扱代理店案内の特定契約内容をインターネット上で確認・申込する方

等）に限定される割引を除きます。

当事業年度における業績の概要は、以下のとおりです。

正味収入保険料は、引受判断を厳格にした影響および新型コロナウイルス感染症の影響による対面営業の自粛により、前期比8,830百万円減

の15,740百万円となりました。

正味支払保険金は、自動車保険において新型コロナウイルス感染症による外出自粛や自動車の自動ブレーキ等の安全装置の普及により自動

車事故件数が減少したことなどから、前期比4,554百万円減の15,859百万円となりました。

また、保険引受に係る営業費及び一般管理費は前期比2,036百万円減の9,865百万円となりました。この結果、正味収入保険料から正味支払

保険金、損害調査費、諸手数料及び集金費ならびに保険引受に係る営業費及び一般管理費を控除した収支残高は、前期から1,152百万円悪化し、

16,742百万円の損失となりました。これに収入積立保険料、満期返戻金、支払備金戻入額、責任準備金戻入額などを加減した保険引受利益は、

前期比7,619百万円減少し、15,390百万円の損失となりました。

利息及び配当金収入は前期比2,609百万円減の4,538百万円となりました。有価証券売却損益は前期比3,384百万円減の2,950百万円とな

りました。また、有価証券評価損は前期比2,767百万円減の62百万円となりました。

以上の結果、当事業年度の経常収益は前期比22,664百万円減の53,497百万円、経常費用は前期比12,298百万円減の63,224百万円、経常

損失は9,727百万円となりました。これに特別損失として資産価格が下落するリスクに備えるための価格変動準備金へ230百万円繰り入れ、その

他法人税及び住民税、法人税等調整額等を加減した当期純損失は7,518百万円となりました。また、ソルベンシー・マージン比率は前期の

676.6％から807.7％となりました。
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財務主要データ

2021年3月期決算

　保険会社の収益にあたる
もの。事業会社の売上高に
あたります。

　元受正味保険料から再保
険料を加減し、積立保険料
を控除した売上高です。

　元受正味保険金と他の保
険会社へ再保険で支払った
受再保険金の合計額から再
保険者から受取る回収再保
険金を控除した額です。

指　標 前期比
増減率

2019年
3月期

63,336

36,296

32,297

438

377

317,484

32,220

2020年
3月期

52,904

24,571

20,413

638

▲2,385

388,578

19,880

2021年
3月期

37,923

15,740

15,859

▲9,727

▲7,518

419,673

22,228

▲28.3%

▲35.9%

▲22.3%

▲1,624.4%

－

8.0%

11.8%

（単位 ： 百万円）

（含む収入積立保険料）
※1

※2

※3

元 受 正 味 保 険 料

正 味 収 入 保 険 料

正 味 支 払 保 険 金

経 常 利 益

当 期 純 利 益

総 資 産

純 資 産

※1 　元受正味保険料 ：

※2 　正味収入保険料 ：

※3 　正味支払保険金 ：

（含む収入積立保険料）

 （単位：百万円）

保険引受収益 46,891
正味収入保険料 15,740
収入積立保険料 6,967
積立保険料等運用益 1,665
その他 22,517

資産運用収益 6,386
利息及び配当金収入 4,538
有価証券売却益 3,512
積立保険料等運用益振替 ▲1,665
その他 1

その他経常収益 219

経常収益 53,497

特別損益 ▲270

法人税等 ▲2,479

当期純利益 ▲7,518

経常費用 63,224

経常利益 ▲9,727

保険引受費用 52,325
正味支払保険金 15,859
損害調査費 3,384
諸手数料及び集金費 3,373
満期返戻金 29,608
その他 98

資産運用費用 776
有価証券売却損 562
有価証券評価損 62
その他 150

営業費及び一般管理費  9,933
うち保険引受に係る
営業費及び一般管理費
その他経常費用 189

9,865
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業績推移

※ソルベンシー・マージン比率は、大災害や資産の大幅な価格下落な
ど、通常の予測を超えて発生するリスクに対応するための「支払余
力」を意味しており、その比率が通常200％以上であれば「保険金
等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

※

主要指標

※　責任準備金
　将来の保険金などの支払いに備えてあらかじめ積み立てておく準備金のことで、次年度以降の保険金支払いに対
応する保険料を積み立てる「普通責任準備金」、積立保険の満期返戻金や契約者配当金の支払いに備えて積み立
てる「払戻積立金」および「契約者配当準備金」、また、通常の予測を超えるような大災害による保険金支払いに備え
て積み立てる「異常危険準備金」などがあります。

■正味収入保険料の構成比 ■総資産の内容
【2021年3月期】 【2021年3月期】

正味収入保険料

総資産

責任準備金

自動車保険
53.9％
自動車保険
53.9％

火災保険
13.2％
火災保険
13.2％

傷害保険
19.3％
傷害保険
19.3％

自賠責保険
15.6％
自賠責保険
15.6％

満期戻長期保険
1.3％

満期戻長期保険
1.3％

その他▲3.3％その他▲3.3％

合計157億円合計157億円

有価証券
62.6％
有価証券
62.6％

現金・預貯金
25.6％

現金・預貯金
25.6％

その他11.8％その他11.8％

合計4,196億円合計4,196億円

総
資
産
、責
任
準
備
金（
億
円
）

正
味
収
入
保
険
料（
億
円
）

2019年3月期 2020年3月期

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

0

350

400

4,500 450

300

250

200

0

1,500 150

2021年3月期

362362

245245

３,174

2,417

4,196

1,984

３,885

157157

2,194

指　標 2019年
3月期

94.5％

51.9％

2.29％

636.6％

2020年
3月期

92.8％

70.6％

2.35％

676.6％

2021年
3月期

122.3％

84.1％

1.37％

807.7％

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

運 用 資 産 利 回 り

ソ ル ベ ン シ ー・
マ ー ジ ン 比 率
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営業店一覧

営業ネットワーク

（2021年7月1日現在）

損害サービスセンター一覧

法人営業部・東京支店
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア
TEL.03（6748）6935

名古屋支店　

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-12-17 富士フイルム名古屋ビル
TEL.052（231）4461

大阪支店　

〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1 新ダイビル
TEL.06（7639）1300

（2021年7月1日現在）

〒５30－0004 大阪府大阪市北区堂島浜1－2－1 新ダイビル
TEL.050（5434）8627

近畿サービスセンター東日本サービスセンター
〒１６０－００２２ 東京都新宿区新宿６－２７－３０ 新宿イーストサイドスクエア
TEL.050（5434）8624

本店サービスセンター
〒１０2－0074 東京都千代田区九段南２－３－１4 靖国九段南ビル
TEL.050（5434）8621

火災・新種損害サービスセンター
〒１０2－0074 東京都千代田区九段南２－３－１4 靖国九段南ビル
TEL.050（5434）8622

松山第一サービスセンター
〒７９０－０００３ 愛媛県松山市三番町４－７－２ グランディア三番町ビル
TEL.050（5434）8615

松山第二サービスセンター
〒７９０－０００３ 愛媛県松山市三番町４－７－２ グランディア三番町ビル
TEL.050（5434）8658

長崎サービスオフィス
〒８５０－０８６２ 長崎県長崎市出島町1-41 クレインハーバー長崎ビル
TEL.050（5370）1571
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