
2022
大同生命のご案内

帳票番号20140（2022-07）

ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた
見やすいデザインの文字を採用しています。

本社（大阪）： 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-1
 TEL. 06-6447-6111（代表）

（東京）： 〒103-6031 東京都中央区日本橋2-7-1
 TEL. 03-3272-6777（代表）

HP：https://www.daido-life.co.jp/

本冊子は、倉敷市の一般住宅における太陽光
発電設備によって創出されたJ-クレジットを
活用し、ライフサイクル全体から排出される
CO2をオフセットしました。
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■大 阪：〒550-0002  大阪市西区江戸堀1-2-1 
　　　　電 話 06 - 6447-6111（代表）
■東 京：〒103-6031  東京都中央区日本橋2-7-1 
　　　　電 話 03 -3272 -6777（代表）

北原 睦朗

創 業

本 社

代表取締役社長

■営業職員：3,699名※　■内務職員：3,137名※

従業員数

株式会社T&Dホールディングス（100％）

営業網

株 主

■支　社：109支社　■代理店：15,137店※　

※2022年3月31日現在

会社概要

　「保障提供の進化」では、引き続き、「法人・個人を一体としたトータルな保障」の提供に取り組むとと
もに、予防と保障の一体提供や保険加入時の負担軽減等に取り組んでまいります。この一環として、「予期
せぬリタイアへのそなえ」と「健康経営の推進」の機能を一体化した健康増進型保険「会社みんなで
KENCO＋」※3 を2022年1月に発売し、ご好評をいただいております。
　「課題解決への伴走」では、SDGs等の社会的課題の解決支援に取り組むことで、当社の提供価値を
進化・拡大させてまいります。この一環として、温暖化や資源枯渇等の社会的課題の解決を後押しする
スタートアップ企業と中小企業を結び付けるオンラインイベント「DAIDO Sustainability INITIATIVE」
（ダイドウ・サステナビリティ・イニシアティブ）を2021年11月から開始いたしました。
　今後も、商品・サービスに磨きをかけ、中小企業のみなさまに期待を超える価値をお届けしていくこと
で、中小企業の事業継続や成長・発展に一層貢献してまいります。

　1902年に創業した当社は、創業者の一人である明治の女性実業家「広岡浅子」の精神を受け継ぎ、
「中小企業に親和した保障の提供」や「国内生保で初の株式会社化」など、時代の変化にあわせ前例のない
ことにも果敢に挑戦してまいりました。
　これからも、この「挑戦のDNA」、そして「加入者本位・堅実経営」という創業時からの社是をしっかり
と継承し、「想う心とつながる力で中小企業とともに未来を創る」というミッションのもと、「サステナブ
ルな社会の実現」に貢献すべく、役職員一丸となって一層努力してまいります。
　今後とも、何とぞご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。

「サステナブルな社会の実現」を目指して

※1 新契約高・保有契約高は、個人保険・個人年金保険の合計額に、「Jタイプ（無配当重大疾病保障保険）」等の重大疾病保険金額、「Tタイプ（無配当就業障がい保障保険）」等の
　　就業障がい保険金額および「介護リリーフα（無配当終身介護保障保険）」等の介護保険金額を加算した金額です。
※2 「健康経営®」とは、企業が従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に従業員の健康管理・健康づくりを実践することです。
　　「健康経営」は特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。
※3 正式名称は「無配当年満期重度就業不能保障定期保険（無解約払戻金型）」と「無配当歳満期重度就業不能保障定期保険（解約払戻金抑制割合指定型）」です。
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　平素より大同生命をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
　新型コロナウイルス感染症により健康被害を受けられたみなさま、事業等に影響を受けておられるみな
さまに、謹んでお見舞い申しあげます。
　引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に最大限努めるとともに、保険金等の適切かつ確
実なお支払いという、生命保険会社の基本的使命を全うする観点から、お客さまに少しでもご安心いただ
けるよう、お客さまに寄り添った丁寧かつ柔軟な対応を一層推進してまいります。
　さて、2021年度を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の影響が続いたものの、営業活動におけ
るデジタル活用の進展等により概ね計画どおりに進捗し、新契約高※1は4兆419億円、保有契約高※1は46
兆7,033億円となりました。

　当社は、1970年代から半世紀近くにわたり、中小企業をお守りするという理念を提携団体のみなさまと
共有し、低廉な保険料でより大きな保障が確保できる定期保険を、提携団体の制度商品としてお届けして
まいりました。
　近年では、医療技術の進歩等による経営者の現役期間の長期化、相続・事業承継への対応、健康経営®※2

やSDGsをはじめとする社会的課題への関心の高まりなど、中小企業を取り巻く環境変化やニーズの多様
化が進んでいます。このような環境変化のなか、当社では、中小企業をお守りするための「保障提供の進
化」と、中小企業が抱える様々な課題の解決支援「課題解決への伴走」に取り組んでおります。



大同生命のあゆみ
 おかげさまで創業120周年
「サステナブルな社会の実現」に貢献

おかげさまで、当社は2022年7月で創業120周年を迎えました。中小企業経営者の方々をはじめとする
ステークホルダーのみなさまに、これまで支えていただいた「感謝の気持ち」と、これからも「中小企業と
ともに未来を創る」という当社の想いをお伝えし、「サステナブルな社会の実現」に貢献していくため、以下の
事業を中心に、「創業120周年記念事業」を展開しています。

当社を取り巻く環境や世の中の価値観が大きく変化していくなかで、お客さまや未来の役職員も含めたす
べてのステークホルダーに「選ばれる会社」であり続けるために、これまで大切にしてきた想いを引き継ぎ
つつ、今日的な観点で、企業理念をよりご理解いただきやすい体系・表現に見直しました。
当社は、経営の基本となる精神・方針である「社是」と、企業行動の優先順位を決定付ける価値感・行動基
準である「バリュー」を礎に、中長期的に目指すべき姿である「ビジョン」を実現することで、当社の役割・
存在意義である「ミッション」を果たしていきます。

新たな企業理念の制定

創業120周年
記念事業の
概要

■ 「会社みんなでKENCO+」の発売 （詳細は9ページ）

■ 社長が声をかけあうサイト「どうだい？」の提供 （詳細は11ページ）

■ 中小企業の「学びの場」の提供 （詳細は17ページ）

■ 大学等との共同研究 （詳細は18ページ）

■ 広岡浅子関連書籍の翻訳・出版

ミッション
企業独自の強みを活かし
果たすべき役割・存在意義

ビジョン
中長期的に目指す姿

バリュー
企業行動の優先順位を決定付ける価値観・行動基準

社是
経営の基本となる精神・方針

※本年3月より放映を開始した新CMでは、本ミッションと連動した新たなコーポレートメッセージ
　「その安心で、企業とともに未来をつくる。」を展開しています。

“従業員”が成長して活躍し、理念を
共有する“パートナー”とともに、“お
客さま”の安心や成長に貢献する。
これにより当社業績が向上し、“株
主”価値も高まり、“社会全体”の持
続的な発展につながっていく。

想う心とつながる力で 中小企業とともに 未来を創る

私たちは、次の5つのことを大切にし、
実践していくことで、“サステナブルな社会の実現”に
貢献していきます

加入者本位・堅実経営

・ 中小企業で働くすべての方に充実した保障とサービスを提供する企業
・ 中小企業の経営課題の解決を支援する企業
・ 人とデジタルの力で、"いつでもどこでも"お客さまに感動をお届けする企業

期待を超える価値をお届けする“中小企業に信頼されるパートナー”

バリュー増大のストーリー 提携先や代理店をはじめとする
パートナーと、お互いの理念を共
有し、ともに成長していきます。

中小企業のお客
さまに、常に
「最高の安心」と
「最大の満足」を
お届けします。

保険事業の拡大と新たな価値の
創造を通じて、企業価値を持続的
に向上します。

チャレンジ精神と多様性を大切に
し、一人ひとりが強みや個性を活
かし活躍できる職場をつくります。

公正・誠実な企業活動を通じて、
持続可能な社会づくりに貢献し
ます。

広岡浅子の想い
　大同生命の礎を築いた大坂の豪商・加島屋は、明治維新の動乱により家勢が大きく傾きます。そ
の危機を救ったのが、17歳（数え年）で加島屋当主の次男・広岡信五郎に嫁いだ広岡浅子でした。
浅子は、近代日本における女性実業家のさきがけとして、炭鉱・保険事業に参入するなど、加島屋
を近代的な企業グループへと変える中心的な役割を果たすとともに、日本女子大学校（現在の日
本女子大学）の設立にも尽力しました。
　1902年（明治35年）、当時朝日生命（現在の朝日生命とは別会社）を経営していた加島屋が主
体となって、護国生命・北海生命との三社合併により大同生命が誕生します。とくに生命保険事業
への参入は、浅子の英断によるところが大きかったと伝えられています。浅子をはじめとする加島
屋の経営陣が生命保険事業に託した「社会の救済」と「人々の生活の安定」という想いは、いまも大
同生命にしっかりと受け継がれています。

ドイツの上場保険グループ「ニュルンベルガー社」へ
出資するとともに、同社と協働協定を締結。

 9月

12月

大同生命保険相互会社として再発足。7月

4月 AIU保険会社 （現 AIG損害保険）の代理店業務を開始。
（同時に、AIU保険会社も当社の代理店業務を開始）

6月 中国税理士協同組合における総合事業保障プラン
の取扱いを開始。以降、各地の税理士協同組合で
同プランの取扱いを開始。

7月 TKC全国会と業務提携。

4月

※業界初の生損保セット商品で、業界初の
　　「最高保障額1億円」を実現。

AIU（現 AIG損害保険）と業務提携。4月

6月 法人会の「経営者大型総合保障
制度」の取扱いを開始。※

埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行と、
相続・事業承継分野で業務提携。

11月 納税協会の「経営者大型総合保
障制度」の取扱いを開始。※

法人会・納税協会経営
者大型総合保障制度
発足当時のパンフレット

3月「TKC企業防衛制度」の
 取扱いを開始。

TKC企業防衛制度発足
当時のパンフレット

T&Dホールディングスを設
立し、大同生命、太陽生命
およびT&Dフィナンシャル
生命を子会社とする経営統
合を実施。

T&Dホールディングス設立
記念式典テープカット

4月 相互会社から株式会社に組織
変更。東京証券取引所市場第
一部および大阪証券取引所（当
時）市場第一部に上場。

東京証券取引所への
上場初日

7月

3社の合併協定書

朝日生命（現在の朝日生命とは別会
社）、護国生命、北海生命の3社が合
併、大同生命保険株式会社を創業。

2013年（平成25年）

人々の健康で豊かな社会づくりへの貢献を目的に、
CYBERDYNEと業務提携。

 9月
2016年（平成28年）

豪州の生命保険グループ「インテグリティ社」へ
出資するとともに、同社と協働協定を締結。

 6月

相続・事業承継分野および中小企業の経営課題
解決支援において、りそな銀行と業務提携。

 10月

2018年（平成30年）

 3月

人々の健康で豊かな社会づくりへの貢献を目的
に、Welbyと業務提携。

 8月

2020年（令和2年）

1947年（昭和22年）

2011年（平成23年）

1970年（昭和45年） 

1974年（昭和49年） 

1971年（昭和46年）

1976年（昭和51年） 

2004年（平成16年）

2002年（平成14年）

1902年（明治35年） 

アメリカンファミリー生命保険会社（現 アフラック生
命保険）と業務提携。（同年12月より、法人会の会員向
けに同社のがん保険の販売を開始）
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収益性と健全性大同生命のビジネスモデル

当社は、他社に先駆けて中小企業市場に特化した独自のビジネスモデルを構築し、「経営者保険のパイオニ
ア」としての大きな一歩を踏み出しました。これからも、中小企業で働くすべての方に充実した保障とサービ
スをご提供することで、期待を超える価値をお届けする“中小企業に信頼されるパートナー”を目指します。

生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てていますの
で、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応することができます。しかし、環境の
変化などによって予想もしない出来事が起こる場合があります。例えば、大災害や株の大暴
落などの通常の予測を超えてリスクが発生した場合に対応できる「支払余力」を有している
かどうかを判断するための行政監督上の指標の一つが「ソルベンシー・マージン比率」です。

（2020年度末1，293.5％）

ソルベンシー・マージン比率 ソルベンシー・マージン比率とは?

「基礎利益」は、生命保険会社の
期間損益の状況を表す指標の
1つで、経常利益から金融市場
の変動に影響される損益（キャ
ピタル損益）や、危険準備金繰
入額などの損益（臨時損益）を
控除して算出しています。

基礎利益とは？

（単位 : 億円）

新契約高

2021年度末現在のソルベンシー・マージン比率は1,203.8%となり、引き続き十分な健全性を維持しています。

対面・非対面を組み合わせた丁寧なコンサルティング営業を実践するなど、コロナ禍でもお客さまのニーズに
的確にお応えしたことにより、主力である定期保険、特にオーダーメイド型商品（αシリーズ）の販売が堅調に
推移し、新契約高は前年度から増加しました。また、新契約高が堅調に推移したことにより、保有契約高は前年
度末から純増しました。

ソルベンシー・マージン比率（2021年度末）

2020年度

■新契約高※1 
■うち死亡保障・生存保障※2

保有契約高 ■保有契約高
■うち死亡保障・生存保障※2

2021年度

※1 新契約高には転換による純
　　増加高を含みます。

※２ 生存保障は、養老保険、個人
　　年金保険等を指し、「Jタイ
　　プ・Tタイプ・介護リリーフα」
　　等を除きます。

（注）新契約高・保有契約高は個人保険・個人年金保険の合計金額に「Jタイプ」の重大疾病保険金額、「Tタイプ」の就業障がい保険金額および
   　「介護リリーフα」等の介護保険金額を計上したものです。

（単位 : 億円）

2020年度末 2021年度末

40,419

28,814

35,506

25,112

467,033

367,252

466,560

369,123

（単位 : 億円）

基礎利益

2020年度

当期純利益

2021年度

（単位 : 億円）

2020年度 2021年度

1,316
1,116

762

548

1,203.8%

法人会の
経営者大型総合保障制度

納税協会の
経営者大型総合保障制度

TKC全国会の
TKC企業防衛制度

税理士協同組合の
総合事業保障プラン

当社が受託している
主な制度商品

中小企業（リスクマネジメントの確立）

営業職員・代理店（各団体の制度商品のご提案）

大同生命（各団体の特性に応じた制度商品の設計・受託）

商工会議所・
同業種団体等

税理士
協同組合TKC全国会納税協会法人会

提携

中小企業市場に特化した独自のビジネスモデル

契約業績（個人保険・個人年金保険）

基礎利益・当期純利益は、「利息及び配当金等収入」の増加により前年度から増加しました。

損益関係

中小企業とともに歩んで半世紀

中小企業は、経営者の信用力・営業力などによって成り立っているケースが多くあります。このため、経営者に
万一のことがあった場合や、大きな病気・ケガなどで長期間にわたって経営にかかわることができなくなった
場合、取引先や金融機関から取引条件の見直しを要請されたり、従業員への給与の支払いが困難になったり
と、事業の継続が難しくなることがあります。そのような状態になっても、企業や従業員、ご家族を確実にお守
りすることができるよう、生命保険によるリスク対策が重要です。

経営者が保険に加入する必要性

当社は、中小企業関連団体や税理士団体と提携し、それぞれの団体の特性に応じて設計した保険商品（制度商
品）を提供することで、中小企業のお客さまに対して、充実した保障をお届けできる販売体制を構築しています。

当社では、中小企業のお客さまの多様なニーズにお応えするため、保障の提供に加えて、「健康支
援」「経営支援」等の観点から幅広いサービスを提供しています。 （詳細は12～13ページ）

約37万社
※2021年度末

98％
当社新契約高における
中小企業市場の割合

※2021年度
51年

※1971年に「経営者大型総合保障制度」を受託

当社ご契約企業 経営者保険
取扱い年数
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充実した保障の提供

中小企業の経営者は、法人（企業）を守る責任だけでなく、世帯主として個人（家族）を守る責任も担っています。
当社では、経営者が万一の場合や働けなくなった場合の経済的損失（リスク）から企業・家族を守るために必要
な資金を確保するため、法人の「標準保障額」および個人の「生活防衛資金」を算定し、法人・個人を一体とし
た合理的な保障（トータルな保障）を提案しています。

会社みんなで加入しやすいよう、いつでも、どこでも、
お客さまのパソコン・スマートフォンから非対面で申込手続きが可能！
さらに、みんなで加入しやすい当商品専用の「引受基準」を導入！

死亡・高度障がい・身体障がい・重大疾病など、
さまざまなリスクに幅広く、低廉な保険料で保障!
お客さまのニーズに合わせた、保険期間が異なる年満期と歳満期の2種類をご用意！

KSP※と健康増進特典で、楽しみながら健康経営に取り組める！
契約者向け特典：歩数基準達成で、翌保険年度の保険料を割引
被保険者向け特典：歩数基準達成と健診表登録で、健康グッズなどと交換可能なKENCO応援ポイントを付与

「健康経営による病気の予防」と「予期せぬリタイアへのそなえ」を実現するため、健康経営の実践ノウハウを
集約した総合支援ツール「KENCO SUPPORT PROGRAM」（以下「KSP」）と保障を一体化した健康増進型
保険です。
中小企業の経営者・役員・従業員のみなさま全員でご加入し、「健康経営をスタートするきっかけ」としていた
だくことで、「中小企業とそこで働く人々がいきいきと活躍できる社会づくり」や「わが国の高齢化社会が抱え
る課題解決」への貢献を目指してまいります。

（出典）がん対策推進企業アクション「平成27年度がん患者の
就労支援の実態調査」／従業員299名以下の中小企業にて
「1年間にがんと診断された従業員がいる」と回答した会社数

直近1年間にがんに罹患した従業員がいる企業は

会社みんなでKENCO＋（2022年1月発売）

会社みんなでKENCO＋の特長

企業経営者を取り巻くリスクと必要資金

主な商品ラインアップ

経営者個人としてのリスク
経営者・役員

死亡リスク

就業不能リスク

生存リスク

従業員

法人としてのリスク

運転資金

借入金返済資金

死亡退職金・弔慰金

死亡退職金・弔慰金

事業承継

生存退職金

人材確保・育成資金 生活資金

生活資金

生活資金

借入金返済資金

借入金返済資金

相続税納税

介護・入院・治療費用

介護・入院・治療費用

法人で
準備が必要な資金
「標準保障額」

法人で
準備が必要な資金
「標準保障額」

法人が抱える
リスク

法人が抱える
リスク

※法人で準備が困難な場合は
　個人で準備が必要
※法人で準備が困難な場合は
　個人で準備が必要死亡退職金・弔慰金

生存退職金
死亡退職金・弔慰金

生存退職金

個人が抱える
リスク

個人が抱える
リスク死亡退職金・弔慰金

生存退職金
死亡退職金・弔慰金
生存退職金

個人で
準備が必要な資金
「生活防衛資金」

個人で
準備が必要な資金
「生活防衛資金」

人材確保・育成資金

生存退職金

生存退職金

運転資金

借入金返済資金

生存退職金

法
人
を
守
る

個
人
を
守
る

予防 そなえ

死亡にそなえる保険 重大疾病にそなえる保険 重度の身体障がい
状態にそなえる保険

入院・手術にそなえる保険

5社に1社
予期せぬ「まさか」へのそなえも必要。

などの健康管理を会社がサポートして
病気の予防を。

そなえ

予防

会社みんな
で加入

健康経営
宣言 ●健診機関の紹介・予約代行

●健診結果の履歴管理
●ストレスチェック

●健康行動でポイント取得
●優待価格での
　 関連商品・サービス

●健康みらい予報
●管理者メニュー

健診受診を
促進

発症リスク
分析

インセン
ティブ

健康促進
ソリューション

●健康経営宣言を社内で共有※KSPによる健康経営実践プログラム

●毎日の活動量を
　 自動記録・見える化
●食事管理と栄養士のアドバイス

食事 睡眠 運動

がんステージ限定型Jタイプ

Jタイプ
JタイプαRタイプ

Lタイプα
Tタイプ Mタイプ
Tタイプα

会社みんなでKENCO＋

収入減少
にそなえる保険

介護費用
にそなえる保険

資産承継・相続準備 老後準備・資産形成

介護リリーフα収入リリーフ ライフギフトα
個人年金
終身保険
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脱炭素

廃棄物
活用

保険にとどまらない価値の提供

社長が声をかけあうサイト「どうだい？」サステナビリティ経営支援プログラム

https://www.daido-life.co.jp/knowledge/sustainability_initiative/

 最新のイベント開催案内や過去の映像、「サポート企業」の情報は、
「サステナビリティ経営支援プログラム」情報サイトをご覧ください。

■お客さまの声
・ 経営者目線で分かりやすい内容でした。
・ 世の中の最先端を知ることができました。

当社では、中小企業経営者のみなさまにお役立ていただける情報
をお届けするため、参加費無料のWebセミナー『DAIDO－LIVE！』
を2020年より定期的に開催しています。
全国約1万社の中小企業経営者の「生の声」を集めた当社独自の
アンケート「大同生命サーベイ」（18ページ参照）をもとに、各分野
に精通されている専門家や中小企業経営者を講師としてお招き
し、ライブ配信しています。

中小企業経営者が集い、ともに社会的課題の解決に取り組んでいくためのWebサービス「どうだい？」を2022
年３月に開始しました。これまで保障を通じて中小企業をお支えしてきた当社が、今後は「中小企業とともに未
来を創る」という想いを形にしたものです。
「どうだい？」には、

近年、政府による2050年カーボンニュートラル宣言等、社会の持続可能性に対する関心が高まっており、ＳＤＧｓ
（持続可能な開発目標）への取組みは、大企業だけでなく中小企業にも大きな経営課題になりつつあります。
こうした環境変化を踏まえ、お客さまがＳＤＧｓへの理解を深め、サステナビリティ経営に取り組むことを後押し
するプログラムを提供しています。

「SDGsに関心のある企業」と「社会課題の解決に貢献する技術やサービス
を持つ企業」の接点を創出し、サービスの導入や企業間の協業をサポート
することで、サステナビリティ経営の実践を後押しするプログラムです。

「サポート企業」
との商談を実施

営業担当者や情報サイトを通じ
「サポート企業」への
情報提供や商談を申込

イベント・情報サイトで、
SDGsの取組みにおいて
活用できそうな企業を確認

Webセミナー「DAIDO－LIVE！」の開催

サステナビリティ経営 = 様々な環境・社会問題の解決（ＳＤＧｓへの取組み）を通じ、
長期的な事業の継続を目指す経営

とは

サステナビリティ経営の
具体的な取組み事例

セミナー イベント 個別面談
設定

専用情報
サイト

パートナーを
探している

何か
始めたい サステナ経営に

興味

お客さま

自分たちの
技術・ノウハウで
サステナ経営を
支援したい

サポート
企業

利用の流れ
商談実施3「サポート企業」の確認1 情報提供・商談申込2

info.

最新の開催案内や過去の映像は当社が運営する
社長が声をかけあうサイト
「どうだい？」をご覧ください。

info.

CO2
測定

節水

フード
ロス

植物系
プラ

SDGsに
関心のある企業

技術・サービスを
持つ企業

という3つの機能があります。
当社のご契約企業はもちろん、日本中のすべての中小企業経営者が繋がることができるサービスを目指しています。

　“相談する”　 （経営者同士が想いや悩みを共有できるコミュニティ）
　“学ぶ”　　　 （経営者の身近でリアルな事例をご紹介）
　“試してみる” （経営に役立つ当社のサービスラインアップをご案内）

https://dodai.daido-life.co.jp/event/event-list
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保険にとどまらない価値の提供

経営支援  企業経営に役立つ情報・サービスのご提供

標的型攻撃メール
対応訓練サービス

優待価格

訓練用の疑似攻撃メールを送信し、メールの不
審な点に気付いて開封を回避できるか訓練する
サービスをご案内します。

社会の変化により生じるお客さまのさまざまなリスクの解決に寄与するサービスの提供により、
健康で豊かな暮らしの実現に貢献します。

中小企業向け情報
セキュリティ関連サービス

紹介無料

中小企業向けの情報セキュリティに関するコン
テンツや制度などの情報をご案内します。

社内規程ひな形提供サービス
無料

「就業規則・退職金規程・育児休業規程」など、
ご希望の社内規程ひな形を無料でお届けします。

公的支援オンラインサービス
診断無料

お客さまが受給できる可能性のある公的助成金・
補助金を専門家が無料で診断します。

安否確認システム
無料

災害発生時に従業員の安否確認を確実・迅速に実
施できるシステムを無料でご利用いただけます。

DAIDOビジネスリポート
無料

ビジネスに役立つ情報や、プライベートの充実に役
立つ情報など、ご希望するリポートをお届けします。

就業規則診断オンラインサービス
診断無料

就業規則等が労働基準法等に照らして問題がな
いかを社会保険労務士が無料で診断します。

経理処理案内サービス
無料

ご加入契約の保険料などの経理処理を、お客さ
まの決算期にあわせてご案内します。

企業価値算定サービス
無料

企業経営の今後の方向性を判断いただくための
材料として、「企業価値」を無料で算定します。

M&A支援サービス
優待価格

事業承継のための企業売却や事業拡大に向けた企業
買収などのM&Aの活用を専門家がサポートします。

海外進出支援サービス
取次無料

りそな銀行に取り次ぎ、担当者が「現地調査や現地企
業の紹介」「現地金融機関の紹介」などをご提供します。

https://www.daido-life.co.jp/knowledge/servicelineup/
くわしくは、当社ホームページをご覧ください。

info.

健康支援 余暇充実  健康で充実した毎日のお手伝い

大同生命
 「KENCO SUPPORT PROGRAM」

無料

経営者・従業員の健康増進を促進するプログラ
ムをご提供します。

がん治療と仕事の
両立支援サービス

相談無料

がんに罹患された場合に直面するさまざまな悩
みについて、医師や社会保険労務士などの専門
家に相談できます。

人間ドック紹介サービス
紹介・予約代行無料

全国の提携医療機関から、お客さまのご希望に
あった医療機関をご紹介し、人間ドックの予約
を行います。

ス卜レスチェックサービス
優待価格

「ストレスチェック制度」の導入準備から実施後
の対応まで幅広いサービスを優待価格でご提供
します。

HALFITサービス
3回まで無料

装着型サイボーグ「HALⓇ」を用いた運動プログ
ラムを、３回まで無料でご利用いただけます。

介護コンシェル
相談無料

介護に関するさまざまなご相談をお受けします。
ご要望に応じて介護施設・ケアマネージャーを
ご紹介します。

セカンドオピニオンサービス
相談無料

主治医以外の医師に、現在の診断に対する見解や
治療方針について意見を聞くことができます。

Welbyマイカルテ
無料

糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防・治療
をサポートするスマートフォンアプリです。

健康ダイヤル24
相談無料

健康・育児・介護などに関するご相談を 24時間・
年中無休でお受けします。

T&Dクラブオフ
優待価格

国内外の宿泊施設・フィットネスクラブなどを
優待価格でご利用いただけます。

大同プレミアコンシェル
初回無料

ライフスタイルに関するあらゆるリクエストに
対し、専属エキスパートが24時間365日お応え
する“コンシェルジュサービス”です。
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大同生命のサステ ナビリティ

2015年の国連サミットで採択されたSDGs（持続可能な開発目標）は、「サステナブルな社会」を実現するため、
2030年までの達成を目指す「17の目標」と「169のターゲット」で構成されます。当社は、引き続き事業活動を通じ
てSDGsの達成に貢献してまいります。

「サステナブルな社会」の実現に向けて

■ ワーク・ライフ・バランス、健康経営の推進
■ 従業員の成長機会の提供（資格取得に対するサポートなど）
■ 女性活躍や障がい者雇用の推進

■ 企業価値の持続的な向上を目的とした、気候変動対策などのESG課題に関する
　投融資先との対話

1.すべての人の健康で
　豊かな暮らしの実現

2.すべての人が活躍
　できる働く場づくり

3.気候変動の緩和と
　適応への貢献

4.投資を通じた
   持続可能な
　社会への貢献

具体的な行動の例
（大同生命）

関連する主な
SDGs 目標

■ 電力使用量およびCO₂排出量の削減
■ 事務用紙使用量の削減
■ 環境保護に資するグリーン購入の推進

■ 責任投資原則（ＰＲＩ）への署名
■ ESG投融資

サステナビリティ重点テーマ
（T&D保険グループ）

■ 社会のニーズにお応えする商品・サービスの提供
・ ｢KENCO SUPPORT PROGRAM｣の提供を通じた中小企業の｢健康経営｣ 実践
の支援

・ 「健康経営による病気の予防」と「予期せぬリタイアへのそなえ」を一体化した健康
増進型保険「会社みんなでKENCO＋」 の開発

・ 「がんになっても安心して働ける職場づくり」に貢献するため、東京大学医学部附
属病院とともに、中小企業における「がんに対する意識とがん患者の就労状況」に
関する共同研究（2022年2月～2026年3月）を開始

・ 「新しい生活様式」に適応するため、お客さまのニーズに応じて｢対面の安心｣と｢非対面
の手軽さ｣を選択いただけるよう、すべての保険手続で非対面化を実現する「つながる
手続」の導入を推進

・ 外国人従業員を対象とした保険加入手続の拡大（8ヵ国語に対応）

・ 環境改善効果が期待される事業に取り組む自治体や企業を資金面で支援する「グリーン
　ボンド」への投資
・ エネルギー効率化事業への融資や脱炭素・低環境負荷型事業への移行を支援する「トラ
　ンジションファイナンス」への投資
・ 投資リターンだけでなく環境へのインパクトを追求する「インパクトファンド」への投資

お申込内容を十分にご理解いただくため、70歳以上のお客さまがご加入される場合は、手続
き時にご家族の同席を推奨しています。ご家族の同席

主な取組み 内 容

指定代理請求

定期的なお客さまの状況確認 保険金等を確実・迅速にお受取いただけるよう、一定年齢以上のお客さまに対して、未請
求の保険金等がないか定期的に確認しています。

ご契約内容について、ご本人以外からのお問い合わせにもお応えできるよう、ご家族の情報
登録をご案内しています。

ご契約に関して確実・迅速にご連絡できるよう、複数の電話番号（自宅電話＋携帯電話）の登録
をご案内しています。

ご本人による給付金等の請求が難しい場合、あらかじめ指定いただいた方がご請求いただける
指定代理請求特約をご案内しています。

電話番号の複数登録

ご家族登録制度

ベストシニアサービス
当社では、高齢のお客さまへ「わかりやすく利便性の高いサービス」をお届けするために、「ベストシニアサービ
ス」を推進しています。

満期保険金の請求書レス支払
当社では、お客さまから請求書類を提出いただくことなく養老保険の満期保険金をお支払いする「請求書レス支
払」を2021年7月に開始しました。
これは、一定の条件（ご契約者とお受取人が同一など）に該当するご契約について、請求書類を提出いただくこと
なく、満期到来日にお客さまの口座に保険金をお支払いするものです。
引き続き、各種お手続きや制度の利便性向上に努めてまいります。

健康経営の実践・推進
当社では、経営トップのコミットメントである健康経営宣言「ココ・カラ宣言」のもと、パ
ソコンの自動シャットダウン、定期健診の早期全員受診、相談窓口の設置、ウェアラブル
端末の斡旋（一部を会社補助）やウォーキングキャンペーンの開催、就業時間中禁煙・禁煙支援策の実施など、従業
員の健康増進を図るための取組みを「DAIDO－ココ・カラ」と総称し、積極的に推進しています。
これらの取組みが評価され、経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」に基づく「健康経営優良法人（大規
模法人部門（ホワイト500））」に、6年連続（2017～2022年）で認定されました。

女性の活躍推進
自律的なキャリア形成を推進するため、「幅広い職務・職位の経験を通じたキャリアパスの拡充」や「上司の理解・
支援の促進」「女性管理職候補の育成」に取り組み、女性のさらなる活躍を推進しています。

LGBTへの取組み
セクシュアル・マイノリティの従業員を対象とした「LGBT相談窓口」を設置しています。また、休暇・福利厚生制度
においては、同姓パートナーを配偶者とみなしています。

ご加入時

ご加入後

お受取時

シニア層の活躍推進
2022年４月より定年を65歳までに延長するとともに、70歳まで就労可能な再雇用制度を導入するなど、シニア層
の活躍を後押ししています。今後も能力・体力・ライフステージ等に応じて、多様な職務に従事し、年齢にかかわらな
い活躍を支援するための環境整備を進めていきます。

障がい者の活躍推進
安全で働きやすい職場環境の整備を通じて、法定雇用率を上回る障がい者の方々が、様々な場面で活躍しています。

お客さま

（請求書類の記入・提出は不要）

②お受取内容（受取日、受取方法・
　金額、受取口座）を確認

④満期保険金が口座に着金お支払期日

当社

①「支払期日到来のご案内」を郵送

③ご案内内容に沿ってお支払い

期日の2か月前

すべての人の健康で豊かな暮らしの実現1

すべての人が活躍できる働く場づくり2

https://www.daido-life.co.jp/company/csr/promotion/cocokara.html
くわしくは、当社ホームページをご覧ください。

info.
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大同生命のサステ ナビリティ CSR

CSR

環境負荷軽減の取組み
T&D保険グループは、環境問題への取組姿勢を示した「T&D保険グループ環境方針」を制定し、同方針に
基づき、CO2 排出量・電気使用量・事務用紙使用量・グリーン購入比率の目標を設定のうえ、削減に向けた
さまざまな活動を推進しています。
また、業務上使用するファイル等のプラスチック使用削減を進めるなど、幅広い角度から環境負荷の軽減に努
めています。

障がい者スポーツへの協賛
“時間と場所にとらわれない働き方”の推進

ESG（環境・社会・企業統治）の課題に配慮した資産運用
機関投資家として社会的責任をより一層果たしていくため、国連の「責任投資原則（ＰＲＩ）※」に署名するとと
もに、同原則に基づき、ESG（環境・社会・企業統治）の課題に配慮した資産運用を実践しています。
2021年度は、環境負荷の高い事業活動の脱炭素・低環境負荷型への移行を支援する「トランジションファイナ
ンス」や、環境へのインパクトを追求する「インパクトファンド」などの新たな分野に投資したほか、脱炭素な
どの ESG 課題をテーマとした「投融資先との対話」に継続して取り組みました。

総務省「テレワーク先駆者百選」に認定2016年4月

2017年11月 総務省「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」

一般社団法人日本テレワーク協会「テレワーク推進賞（優秀賞）」

厚生労働省「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰～輝くテレワーク賞～（優秀賞）」2019年11月

2019年2月

テレワーク受賞歴

当社では、コアタイムなしの「フレックスタイム制度」や「短時間勤務制度」、「時間単位休暇取得制度」、「法定
日数を上回る介護」、「育児休業制度」など、仕事と家庭の両立を支援するための制度の拡充や、労働時間の縮
減、休暇取得の促進といった「ワーク・ライフ・バランス」の実現に取り組んでいます（「子育てサポート企業」
としてプラチナくるみん認定も取得）。
近年では、在宅勤務の積極活用に加え、サテライト・オフィスの開設、民間企業が運営す
るシェアオフィスの導入、Zoomを活用したオンライン会議の推進、副業制度の導入な
ど、より柔軟な働き方を推進しています。
このような姿勢・取組みが評価され、テレワークに関連する官公庁・団体より数多くの表
彰を受賞しています。

※国連により提唱された機関投資家の行動規範であり、ESG（環境・社会・企業統治）の課題を考慮した投資行動に
　より社会的責任を果たすことを基本精神としています。

全国障害者スポーツ大会は、「障がいのある選手が競技等を通じ、スポーツの
楽しさを体験するとともに、国民の障がいに対する理解を深め、障がいのあ
る人の社会参加の推進に寄与すること」を目的として開催される国内最大の
障がい者スポーツの祭典です。
当社は特別協賛を30年にわたり継続し、これまでのべ1万人を超える役職員
等がボランティアとして大会に参加してまいりました。（2022年は、10月29
日～31日に、栃木県で第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ
大会」が開催。）

● 全国障害者スポーツ大会への特別協賛

当社所属のパラアーチェリー選手・永野美穂は、2018ヨーロッパカップのコンパウンド部門において、男女混
合戦で優勝、女子個人戦で3位入賞するなど、今後、さらなる活躍が期待されます。当社は、引き続き永野の競技
活動を全面的にバックアップしてまいります。

● 従業員パラアスリートの活動支援 

ビッグハート・ネットワークによる寄付活動
2005年度より、社会貢献活動の一環として、法人会・納税協会会員のみなさまから企業経営者をご紹介いた
だき、「経営者大型総合保障制度」にご加入いただいた際に、その収益の一部を寄付する活動「ビッグハート・
ネットワーク」を実施しています。
2021年度は、東日本大震災被災地（岩手県・宮城県）、復興継続支援プロジェクト（NPO法人日本アクティブ・
フード協会）、令和2年7月豪雨被災地（熊本県人吉市・八代市）、2025年日本国際博覧会協会への寄付を実施
しています。

役職員による社会貢献活動
2017年度より、全社をあげて「みんなでサステナ運動」に取り組んでいます。
2021年度は「SDGsへの貢献」をテーマに、リサイクルの推進、募金・寄付、清
掃活動など、支社・部門単位で様々な活動に取り組みました。
また、役職員が自主的に参画する「大同生命社会貢献の会」では、募金・寄付、
ボランティア活動への参加・支援などの様々な活動に取り組んでいます。

2002年の創業100周年より毎年開催してきた寄付による大学等でのオープン講座をリニューアルし、受講対象
に「中小企業の後継者・従業員」や「起業を志す学生の方」などを加え、「中小企業で働くすべての方」「中小企業で
活躍を目指す方」の「学びの場」をご提供してまいります。

中小企業の「学びの場」の提供

みんなでサステナ運動

福井しあわせ元気大会の開会式（2018年）

すべての人が活躍できる働く場づくり2

気候変動の緩和と適応への貢献3

投資を通じた持続可能な社会への貢献 4
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CSR インフォメーション

中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」 中小企業応援番組への一社提供開始
「大同生命サーベイ」は、当社営業職員が経営者のみなさまから、景況感や
経営課題の解決に向けたお取組み等に関する“生の声”をお聞きする調査
として、2015年10月より全国で実施しています。中小企業経営者のみな
さまに、景況感や関心の高いテーマを「毎月」調査し、経営課題に対する“ヒ
ント”となるよう、タイムリーに情報を提供しています。

当社は、いま注目すべき中小企業にスポットをあてた番組「アルバ
レスの空～未来に羽ばたく企業たち～」（BSテレ東・毎週金曜日よる
22:54～23：00）への提供を2022年7月1日より開始しました。
当番組は、中小企業の課題である「DX」「サステナビリティ経営」
「健康経営」などを実践している企業にスポットをあて、中小企業
ならではの「強み」を紹介することで、経営者や企業で働く従業員
にエールを送る内容となっています。

新たなテレビCM（4作品）を放映開始
当社は、新たなテレビCMとして、「社長への手紙」シリーズの第3弾「妻から天国の夫へ」篇と、新シリーズ「わ
たしの大同宣言！」の3作品を制作し、2022年3月14日より順次放映を開始しました。
波瑠さんが出演する「妻から天国の夫へ」篇は、「中小企業の事業承継」をテーマに、保険金のお支払いにまつわ
るお客さまの実際のエピソードをもとにした作品です。また、「わたしの大同宣言！」シリーズは、「お客さまとと
もに未来をつくるために〇〇をしたい」という大同生命の従業員の想いを描いたものとなっています。

「大同生命サーベイ」

公式ＨＰ

過去の調査結果を掲載しています。

https://www.daido-life.
co.jp/knowledge/survey/
index.html

2021年10月レポート : 個別テーマ「SDGsの取組状況」

質 問 回 答

■名称・内容ともに知っている
■名称は知っているが内容は知らない  
■名称・内容ともに知らない

認知度

取組内容

■現在取り組んでおり、さらに進めたい  
■現在の取組みを継続したい　
■今後、取組みを検討したい
■取り組みたいが、具体的に何をすればよいかわからない
■今後も取り組む予定はない

取組状況

（太陽光発電等の
  再生可能エネルギー
  の導入など）

（水の再利用、
  雨水利用など）2021年10月調査

（n=9,389）

2019年9月調査
（n=5,677）

SDGsについて、51％が「名称・内容ともに知っている」と
回答した一方で、実際に取り組んでいる企業は24％に留ま
る。具体的な取組みとしては、「節電」や「廃棄物・食品ロス
の削減､リサイクルの促進」が多く、まずは身近なことから
取り組みはじめている状況がうかがえます。

中小企業におけるSDGsの取組状況は？

 公平な人事、
ハラスメント
 の防止、

長時間労働の抑制

節水ペーパレス化、
グリーン購入、
商品の簡易包装

廃棄物等の削減、
リサイクルの促進

節電

9% 15%
24% 29% 23%

3%

2021年10月調査
（n=9,880）

2019年9月調査
（n=6,037）

51%

13%

7%
24% 36% 30%

23% 64%

35% 14%

＋14pt

24%

＋38pt

10%

55 54
46 42

29

n=2,178
複数回答
（%）

新型コロナウイルス感染症への対応
当社では、新型コロナウイルス感染症により健康被害を受けられたみなさ
まに対し、保険料払込猶予期間の延長、手続書類の一部省略、医療機関
以外での「みなし入院」による入院給付金のお支払いなどの各種取扱を
実施してまいりました。
また、大阪府の要請にお応えし、大阪本社内に「大阪府・大同生命接種セ
ンター」を開設、ワクチンの迅速な接種体制を支援いたしました。

大学等との共同研究
当社の礎を築いた大坂の豪商「加島屋」について、大阪くらしの今昔館および大阪大学・神戸大学等と協働です
すめてきた「研究プロジェクト」の成果を公表し、当時世界最先端のサステナビリティ都市・大坂の魅力を広く世
の中に発信していきます。
また、大阪本社メモリアルホールの特別展示をリニューアルし、加島屋を舞台とした江戸時代（幕末）の大坂のビ
ジネスや生活を、模型と人形を使って分かりやすく再現しました。
そのほか、「がんになっても安心して働ける職場環境づくり」や「中小企業の各種経営支援」など、中小企業が抱
える幅広い社会課題の解決に貢献する大学との共同研究を開始しています。

※現在は取扱を終了している場合があります。
　最新情報は当社ホームページをご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症に
 関する当社の各種お取扱いに
 ついて」
https://www.daido-life.
c o . j p / company / i n f o /
co ronavirus.html

公式ＨＰ

https://www.daido-life.co.jp/knowledge/memorial/
大阪本社メモリアルホールの特別展示については、当社ホームページをご覧ください。

info.

波瑠さんプロフィール

https://www.daido-life.co.jp/knowledge/story/index.html

テレビCMのフルバージョン（2分版）や
メーキングムービーを掲載!

CM特設
WEBサイト

公開中

番組ロゴは（イメージ）

●１９９１年生まれ。東京都出身。

●２００６年、ＷＯＷＯＷ「対岸の彼女」で俳優デビュー。

● 2015年、連続テレビ小説「あさが来た」（ＮＨＫ）でヒロイン・白岡あさを演じ、注目を集める。
　出演作として、CX「ナイト・ドクター」（2021）、テレ朝「愛しい嘘 優しい闇」（2022）、アマゾンプライム
 「恋に落ちたおひとりさま～スタンダールの恋愛論」（2022）、CX「魔法のリノベ」（2022）等がある。

※「2022年版中小企業白書」に掲載されました。
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