


正直に
わかりやすく、
安くて、便利に。
ライフネット生命は、「正直に経営し、わかりやすく、安く

て便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一

人ひとりの生き方を応援する」を経営理念に掲げるイン

ターネットを主な販売チャネルとした生命保険会社です。

2021年度は、2018年度に掲げた経営目標であるEEV

（ヨーロピアン・エンベディッド・バリュー）1,000億円

の到達や、保有契約件数50万件の突破など、着実な成

長のもとで節目を迎えることができた1年となりました。

今後もオンライン生保市場の拡大を力強く牽引する

リーディングカンパニーを目指して、より一層の挑戦を

続けてまいりますので、引き続きご支援を賜りますよう、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 森　亮介
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経営方針

顧客体験の革新
重点領域1

デジタルテクノロジーを活用し、
全てのサービスを質的に高め進化させる

お客さまの行動様式の変化に迅速に対応しつづけ、
オンライン生保として成長と変革に挑戦する。

お客さま本位の業務運営

「顧客体験の革新」と「販売力の強化」を重点領域として、
「オンライン生保市場の拡大を力強く牽引する
リーディングカンパニー」を目指す

4

6

販売力の強化
重点領域2

圧倒的な集客を実現し、
より多くのお客さまに当社の価値を届ける

7

サステナビリティ
マニフェストを軸に、持続可能な社会の実現と
当社の企業価値向上を目指す

8

ガバナンスの継続的強化

社会変化への適応

ライフネットの生命保険マニフェスト11

経営陣12
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経営方針

2021年度において、保有契約件数は50万件を突破するとともに、新契約件数は過去最高業績を更新し、契約業績は
力強く伸長しています。財務健全性を示す指標であるソルベンシー・マージン比率は、引き続き十分な支払い余力を確
保しています。

2018/3 2019/3 （月末）

263,847
308,854

2020/3

365,171

2021/3 2022/3

439,945

507,428

3,182.8%
ソルベンシー・マージン（Solvency Margin）比率は、大震災など、通常の予
測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力（＝ソルベンシー・マージ
ン）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ひとつです。
ソルベンシー・マージン比率は、200%以上であれば、生命保険会社の健全
性に係るひとつの基準を満たしているとされます。（2022年3月31日現在）

507,428件
前事業年度末比 115.3%

主な経営指標

保有契約件数

新契約件数

2017

39,175

2018

64,435

2019 2020 2021

80,911

100,587
100,636
（過去最高）

（年度）

100,636件
前事業年度比 100.0%

新契約件数

保有契約件数

ソルベンシー・マージン比率
EEV（ヨーロピアン・エンベディッド・バリュー）を
企業価値を表す重要な経営指標とし、
早期の2,000億円到達を目指す

経営指標

オンライン生保市場の拡大を
力強く牽引するリーディングカンパニー

目指す姿

正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な
商品・サービスを提供することで、
お客さま一人ひとりの生き方を応援する

経営理念

重点領域

顧客体験の革新
デジタルテクノロジーを活用し、
全てのサービスを質的に高め進化させる

販売力の強化
積極的プロモーション及び代理店・ホワイトレーベルの
拡大により、圧倒的な集客を実現する
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オンラインふれあいフェア

定期的にご契約者さまとの集いを開催し、当社の業績や新しい

取り組みについてお客さまと直接お話しする機会を設けていま

す。これまでは会場にお越しいただいて開催していましたが、

2020年度から2021年度にかけては新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、オンラインで開催しました。「ネットの会社

だからこそ、お客さまとの接点を大事にしたい」という思いで、

開業以来、続けています。

給付金の請求もスピーディー
保険金等のお支払いに要した

平均営業日数

2021年度

2.84日
医療保険の給付金請求時における医師の診断書の提出を原

則不要とし、お客さまの診断書の取得費用と時間や手間を省い

ています。また、給付金の請求も、オンラインで完結することが

できます。

※保障内容や治療内容によって、医師の診断書の提出が必要な場合が
あります。 ※請求書類の不備の補完に要した日数は除きます。事

実の確認後に保険金等をお支払いした事案は、平均
支払所要日数の計算に含めていません。

パーソナライズされた
コミュニケーション
お客さまの属性/契約データに加え、各チャネルでの行動デー

タを分析することで、どんな方が、どんな場面で、どんな行動

をすると、変化が起きるのかを予測します。この予測に基づき、

一人ひとりのお客さまに、より最適なコミュニケーションの実

現を図っています。

顧客体験の革新重点領域1

潜在ニーズ

属性/契約
データ

Web

LINE

電話/チャット

メール比較サイト

パンフレット

アプリ

デジタルテクノロジーを活用し、全てのサービスを質的に高め進化させます。

販売力の強化重点領域2

圧倒的な集客を実現し、より多くのお客さまに当社の価値を届けます。

ホワイトレーベルチャネルの強化

auの生命ほけん

当社は、巨大な顧客基盤と強固なブランド力のあるKDDI

株式会社と業務提携契約を締結し、KDDIグループ各社と

新しい金融サービスの提供に取り組んでいます。「auの生

命ほけん」は、auの通信契約とauの生命ほけん両方の契約

があるお客さまに、保険1契約につき、毎月200円が最大

60ヶ月還付される保険商品です。今後も、KDDIグループア

セットを活用し、取り組みを推進していきます。

マネーフォワードの生命保険

2021年に、ホワイトレーベル事業のパートナーとしては初め

てとなるテクノロジー企業として、株式会社マネーフォワード

と業務提携契約を締結しました。2021年7月から、マネー

フォワード社が提供するお金の見える化サービス「マネー

フォワード ME」を利用するお客さまに向けて、当社の保

険商品をホワイトレーベル商品「マネーフォワードの生命

保険」として提供しています。今後もお客さまへよりスムー

ズに商品を提供できる仕組みづくりを進めていきます。

セブン・フィナンシャルサービスの
生命ほけん

「セブン・フィナンシャルサービス」ブランドの保険商品を

2020年から発売しています。セブン＆アイグループのお客さ

まに対して、自社グループブランドの生命保険商品を販売し

ています。

インターネット
直販チャネルの強化
開業以来の主軸であるインターネット直販チャネルでは、

当社がこれまで培ってきたノウハウを活かして利便性を

高めるとともに、継続的な広告宣伝によって認知度及び

ブランド力のさらなる強化を図ることで、より多くのお客

さまに当社を選んでいただけるよう努めます。また、当社

の開業来の主要な顧客層である若年層の集客を強化す

るため、プロモーションの多角化等を行いさらなる業績の

伸長を目指します。
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サステナビリティ

当社は、取締役会の監督機能を一層強化させるとともに、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化を図
ることを目的として、監査等委員会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取
締役会は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行い、経営監視機能の客観性及び中立性を
高める目的において、相当数を社外取締役としています。取締役会から独立した監査等委員会は、取締
役の職務執行及び取締役会の監督義務の履行状況について監査・監督を行っています。また、取締役
の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や、役員報酬の制度設計
等を目的に、委員長を独立社外取締役、委員の過半数を独立社外取締役とした任意の指名・報酬委員
会を設置しています。さらに、経営の意思決定・監督と業務執行を分離し意思決定機能強化を図るため、
執行役員制度を導入しています。

当社の商品は、解約返戻金のない保障性に特化した商品です。シンプルでわかりやすい保障を提供して
います。また、お客さまがご自身にあった保障を理解し納得して、ご選択いただけるよう、生命保険の基
礎知識・保険の選び方・公的保障制度なども併せてご紹介することで、生命保険に対する理解を促進し
ています。オンラインの生命保険だからこそ、電話やチャットを活用し、お客さまへのきめ細やかなサ
ポートを行っています。保険金や給付金のお支払い時においても、わかりやすさを追求し、ウェブサイト
に加え、年１回お支払いの請求に関するご案内を郵送するなど、お客さまをしっかりサポートしています。

コーポレート・
ガバナンス
強化の変遷

コーポレート・
ガバナンスに関する
基本的な考え方

コーポレート・
ガバナンスの体制

シンプルで
わかりやすい
生命保険商品を提供

当社は、生命保険料を安くすることを掲げ、お客さまに必要な備えを適正な保険料でご提案しています。
お客さまにご自身の保険料に納得してご加入いただくために、生命保険料の内訳を開示しています。

必要な保障を適正な
生命保険料でご提案

当社は、お客さまとの全ての接点においてインターネットを活用し、お客さまにとって利便性の高いサー
ビスを提供しています。24時間×365日、お客さまのライフスタイルに合わせて、インターネットにより
保険相談からお申し込み、ご契約中の手続き、給付金の請求ができる環境を整えています。

当社の商品・サービスは、お客さまからの評価をいただき、J.D.
パワー「2022年生命保険契約満足度調査」ダイレクト型チャネ
ル部門において、「顧客対応」「商品提供」「支払保険料」「手続・
書類」の全ての項目で第1位に選ばれました。また、専門家と一般
の消費者によって選ばれる「HDI 格付けベンチマーク」では業界
最多となる9回目（自社調べ）の三つ星をダブル受賞しています。

ストレスフリーな
顧客体験を実現

当社は、2008年の開業以来、「正直に わかりやすく、安くて、便利に。」という「ライフネットの生命保険マニフェスト」（P.11

参照）を掲げて経営を行っています。マニフェストには、相互扶助という生命保険の原点を忘れずに、常にお客さま視点に

立って行動するという強い思いが込められています。当社は、マニフェストを行動指針として事業運営することこそが、お客

さまを含めたステークホルダーの皆さまにとっての社会課題の解決に貢献し、当社の持続可能な成長や企業価値の向上に

つながると考えています。主に、以下の3点について取り組んでいます。

お客さま本位の業務運営
当社は、マニフェストにおいて、「私たちは、お客さまの声に耳を傾け、お客さまに何が必要かを常に考え行動する。」「私たち

は、自分たちの友人や家族に自信をもってすすめられる商品・サービスだけを届ける。」と定めています。お客さまの人生に本

当に必要な保障を、理解し納得して、ご選択いただけるよう、お客さま視点の業務運営を推進します。

ガバナンスの継続的強化

当社は、経営理念を「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客
さま一人ひとりの生き方を応援する」と掲げ、高い社会性・公共性を有する生命保険会社として、経営の
透明性の確保と、経営組織体制の監督及び実効性を高めることによるコーポレート・ガバナンスの強
化と充実を図り、持続的な企業価値向上の実現を目指しています。

※コーポレート・ガバナンスの体制図については、P.34を参照ください。

保険相談 お申し込み ご契約中の
各種手続き 給付金請求

女性専用終身医療保険 がん保険 就業不能保険終身医療保険定期死亡保険

LINEを活用してチャット
で保険相談が可能に

スマートフォンで
必要書類を写真に撮り
送信することで、
ペーパーレス化を実現

マイページ生体認証で
ログインが可能

診断書提出を原則不要
24時間ウェブサイトから
給付金の請求手続きが可能

※給付金の請求手続きの詳細についてはP.6をご覧ください。

ガバナンスの継続的強化 お客さま本位の業務運営 社会変化への適応

2008年 開業時から、全役員の過半数を社外役員として取締役会を組織

2011年 執行役員制度の導入

2016年 任意の指名・報酬委員会を設置し、委員長は独立社外取締役、
委員の過半数を独立社外取締役で構成

2017年 取締役会実効性評価（アンケート形式）を開始

2019年 役員報酬として譲渡制限付株式報酬を導入

2021年 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
役員報酬として業績連動報酬を導入
スキル・マトリックスの開示
取締役会実効性評価の拡充（個別インタビューの導入）

2022年 譲渡制限付株式報酬制度の改定（譲渡制限期間の変更）
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ライフネットの生命保険マニフェスト

「正直に わかりやすく、安くて、便利に。」

私たちの行動指針

お客さま一人ひとりの生き方を応援する企業でありたい。
そのために、これからも挑戦を続けます。

私たちは、生命保険の未来をつくる。生命保険は生活者の「ころばぬ
先の杖がほしい」という希望から生まれてきたという原点を忘れずに。

私たちは、お客さまの声に耳を傾け、お客さまに何が必要かを常に考
え行動する。

私たちは、自分たちの友人や家族に自信をもってすすめられる商品・
サービスだけを届ける。

顔の見える会社にする。私たちは、経営のこと、商品のこと、社員のこ
と、どんな会社なのか、正直に伝える。

私たちは、多様性を尊重し、協力しあうことで、変化に対応しつづける。
100年後もお客さまに安心を届けられる会社であるために。

私たちは、常に誠実に行動する。コンプライアンスを遵守し、倫理を大
切にする。

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

（3）

（4）

私たちは、「生命保険がわかる」情報を提供する。お客さまが自分に
あった保障を納得して、選べるように。

私たちは、誰もが読んで理解できる「約款」（保険契約書）をつくる。

私たちは、お申し込みだけでなく、保険金・給付金を請求するときにこ
そ、わかりやすいと思ってもらえる商品やサービスを届ける。

私たちは、保障内容を過剰にしない。必要な備えを、適正な生命保険
料で提案する。

私たちは、よい商品を安く提供するための工夫を怠らない。

私たちは、生命保険料を抑え、その分をお客さまの人生の楽しみに
使ってほしいと考える。

私たちは、ご契約の検討から保険金・給付金の受け取りまで、あらゆ
る場面でお客さまの便利を追求する。

私たちは、私たちの考えに共鳴してくれたパートナーと協力して、お客
さまに商品やサービスを届ける手段を増やす。

私たちは、生命保険の枠を超えて、「生きていく」ことを支える情報と
サービスに触れる機会を増やす。

私たちは、お客さまの期待の先にある「便利な生命保険」を通して、次
の時代の当たり前をつくる。

第1章

生命保険を、
もっと、わかりやすく

第2章

生命保険料を、
安くする

第3章

生命保険を、
もっと、便利に

第4章

10 11

サステナビリティ

work with Pride（ワーク・ウィズ・プライド）が主催する、企業や団体のLGBTQ
などのセクシュアルマイノリティに関する取り組みを評価する「PRIDE指標
2021」において、最高評価である「ゴールド」を6年連続で獲得しました。

当社は、常に変わりゆくお客さまのニーズに応え、時代に沿った商品・サービスを提供するために、ダイ
バーシティを推進し変化に対応できる組織を目指します。

当社は、2015年11月から同居期間など一定の条件のも
と、同性パートナーを死亡保険金受取人にご指定いただ
けるよう指定の範囲を拡大しました。同性パートナーに
対する当時の社会認識の変化に加え、当事者からの生
命保険会社に対する要望の高まりなどを受け、パート
ナーのために生命保険で備えていただけるように対応を
しています。

ダイバーシティ＆
インクルージョン
の推進

お客さま

ありのままの個性に向き合うインクルージョンリクルートメントを当社の目指す採用方針として掲げ、
その実現を目指して以下の3点に取組んでいます。

採用応募者

採用方針のもと、さまざまなバックグラウンドを持つ従業員が集まっています。中途採用者のうち、約
60％は生命保険業界以外の出身です。多様な経歴の社員が議論を重ねることで、お客さま視点の商
品・サービスの提供を実現しています。

従業員

2022年4月、東京レインボープライド2022プライドパ
レード＆プライドフェスティバルに参加し、「レインボー
フォトプロジェクト」のブースを出展しました。このプロ
ジェクトは、ブース内で写真撮影をしていただいたお客さ
ま一人あたり100円を当社が積み立て、その資金を元に
LGBTQに関する児童書を購入して、全国各地の図書館や
学校に寄贈する活動です。

社会変化への適応
当社は、マニフェストにおいて、「私たちは、多様性を尊重し、協力しあうことで、変化に対応しつづける。100年後もお客さ

まに安心を届けられる会社であるために。」と定め、時代に沿った商品・サービスの提供に努めます。これにより、中長期的

な企業価値の向上に加え、持続的な社会の実現に貢献します。

特設サイト

大切なパートナーのために、
生命保険を

❶ 定期育成採用では、30歳未満のすべての人を採用対象とします
❷ すべてのセクシュアリティが、ありのまま働ける土壌をつくります
❸ 障がいのある方も、能力を最大限発揮できる職場にします
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60％は生命保険業界以外の出身です。多様な経歴の社員が議論を重ねることで、お客さま視点の商
品・サービスの提供を実現しています。

従業員

2022年4月、東京レインボープライド2022プライドパ
レード＆プライドフェスティバルに参加し、「レインボー
フォトプロジェクト」のブースを出展しました。このプロ
ジェクトは、ブース内で写真撮影をしていただいたお客さ
ま一人あたり100円を当社が積み立て、その資金を元に
LGBTQに関する児童書を購入して、全国各地の図書館や
学校に寄贈する活動です。

社会変化への適応
当社は、マニフェストにおいて、「私たちは、多様性を尊重し、協力しあうことで、変化に対応しつづける。100年後もお客さ

まに安心を届けられる会社であるために。」と定め、時代に沿った商品・サービスの提供に努めます。これにより、中長期的

な企業価値の向上に加え、持続的な社会の実現に貢献します。

特設サイト

大切なパートナーのために、
生命保険を

❶ 定期育成採用では、30歳未満のすべての人を採用対象とします
❷ すべてのセクシュアリティが、ありのまま働ける土壌をつくります
❸ 障がいのある方も、能力を最大限発揮できる職場にします
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代表取締役社長

森　亮介
RYOSUKE MORI

取締役副社長

木庭 康宏
YASUHIRO KOBA

取締役

近藤 良祐
RYOSUKE KONDO

取締役

横澤 淳平
JUNPEI YOKOZAWA

執行役員

片田　薫
KAORU KATADA

執行役員

河﨑 武士
TAKESHI KAWASAKI

社外取締役

長谷部 潤
JUN HASEBE

社外取締役

齊藤　剛
TAKESHI SAITO

取締役（常勤監査等委員）

山崎 隆博
TAKAHIRO YAMASAKI

社外取締役（監査等委員）

林　敬子
KEIKO HAYASHI

社外取締役（監査等委員）

山下 知之
TOMOYUKI YAMASHITA




