
2019 年度経営方針発表会を開催しました

今回で５回目となる経営方針発表会を 3月 1日に開催いた
しました。各地の従業員が一堂に会する経営方針発表会は、
当社の今後の展開を共有する貴重な機会となっておりま
す。また、お取引先等、多数のご来賓にもご列席いただき、
盛会に導くことができました。
千秋より中期計画の発表がなされた後、各チームリーダー、
各支店長により、前年度の振り返りと次年度の方針が
発表されました。この発表会を開催し始めた５年前と
比べると、発表者数の増加と当社の事業規模拡大が
比例しており、基盤が出来てきたと実感いたします。
今後起きうる様々なリスクに対し、お客様の「安心」で
「快適」な「未来」の創造を胸に、更なる事業拡大や
内部体制の充実と、今後も最前線で取り組んでいく
所存です。

経営方針発表会の後半には、大阪に拠点を持たれている株式
会社キャリアリング代表取締役  吉田様より、2018 年 6月に
発生した大阪北部地震の当時の状況と保険代理店としてどの
ように動かれたのかご講演いただきました。
出勤の時間帯に発生したため、現地は大混乱に陥りました。
鉄道が止まり、移動がままならなくなる状況下で、まず行っ
たことは「お客様の安否確認と現場立会と写真撮影」です。
とにかくお客様のもとへ足を運び、被害状況の確認と後日保
険会社の鑑定が入った時に説明できるよう損害部分に付箋を
貼るよう徹底されたそうです。
『保険代理店の真価は、今回のような「万が一」の事態にどれ
だけ対応できるかで決まります。今後も起こりうるであろう
災害に対して、自立して緊張感を持って社員の安全やお客様
への対応について取りくんでまいります。』との総括で締めて
いただきました。困難に立ち向かわれた体験を基にした大変
ためになるご講演ありがとうございました。
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経営者の皆様、地震等の災害から自社を
守る保険をご検討されていますか？

企業向け
「地震災害復旧
プラン」のご紹介

利益（休業損失）に関する補償

企業向け「地震災害復旧プラン」の
補償は大きく分けてこの２つ！

財物
に関する補償

利益 ( 休業損失 )
に関する補償

大規模な地震、噴火、津波が発生した場合、企業経営に大きなダメー
ジを与え、安定的な事業継続が困難になることが予測されます。
これら企業の損害に対して、通常火災保険は保険金お支払いの対象
外であり、地震、噴火、津波による被害に対する補償は企業向けの
「地震危険補償（拡張担保）」をご手配いただく必要があります。

大きな地震が発生すると、財物の損害と合わせて事業
の中断に伴う利益の損失が拡大し、企業経営に多大な
影響を及ぼす恐れがあります。

企業向け地震危険補償の設計は、保険会社との個別の打ち合わせ、連携が必要です。バリュー・エージェントでは複数の損害保険
会社と折衝して、お客さまに最適なプランをご案内させていただきます。

地震を原因とした喪失利益をカバーする「地震利益補償」
をご手配いただくことで、企業のＢＣＰ（事業継続計画）
充実にも大きく貢献します。

事前 事後（初動対応＆事業継続対応）

補償金額は建物、家財の火災保険に対して 30％～
50％の範囲で設定します。

企業向けの地震危険補償はお客さまの実情やご希望をふまえながら、オーダーメイド的に作り上げていくのが特徴です。

保険金は修繕金額ではなく、損害の程度に応じて
補償金額に一定割合を乗じて支払われます。

同じ補償条件の場合、各保険会社の保険料は同
一です。

住宅向け「地震保険」

補償金額は保険会社と交渉のうえ、物件ごとに個
別に設定します。

保険金は損害を受けた物件の修繕金額をもとに時
価基準でお支払額が決まります。

保険会社によってお引き受け方針、補償条件、保
険料水準が異なります。
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企業向け「地震危険補償」

財物に関する補償

住宅向けと企業向けの地震補償の違い

事業再開までの利益も補償されます！



少ないコスト負担で福利厚生の充実？！
「選択制」確定拠出年金をご存知ですか？

希望する従業員（役員含む）が加入できる任意積立制度（選択制）
です。
一定の金額を、確定拠出年金の掛金として老後のために積み立て
るか、給与として受け取るか「選択」できます。
給与を掛金の原資とすることもあり、少ない資金負担で退職金制
度を構築できます。

「選択制」
確定拠出年金

ＰＯＩＮＴ

１ 一定の金額を給与として受け取るか
掛金として拠出するか
を「選択」できます！

公的年金を補完するため、税制優遇を受けながら個人で積み立てを
行う私的年金制度です。2001 年に日本に導入され、「ＤＣ」や
「日本版 401k」とも称されます。
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行う私的年金制度です。2001 年に日本に導入され、「ＤＣ」や
「日本版 401k」とも称されます。
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拠出 [ 積立 ] 時
・所得税が非課税
・住民税が非課税
・社会保険料の対象外

運用期間中＊1

・運用益が非課税

受取時
・一時金は退職所得
　(退職所得控除の対象 )

・年金は雑所得
　(公的年金等控除の対象 )

2
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１

原則 60 歳で
受取可能

年金受取額は
運用実績次第

年金資産は加入者
ごとに管理します

運用商品は
自ら選びます

掛金を毎月
積み立てます

＊1確定拠出年金では、拠出時や運用時の課税が給付時まで繰り延べられます。
その延滞利息として年金資産に特別法人税が年 1.173％（国税 1％ 地方税
0.173％）が課税されますが、現時点で平成 32 年 3月末までの課税の凍結が
決定しています。
＊2税制は将来変更される可能性があります。税制の詳細に関しては税務署ま
たは税理士などの専門家にご照会ください。

■積み立てた掛金は所得とならないため、全額非課税となり
ます。＊2
■所得とはならないことから、厚生年金保険料や健康保険料
などの算定基礎に含まれません。

ＰＯＩＮＴ

２ 「積立」「運用」「受取」
３つの優れた税制優遇

ただ、厚生年金保険料の負担が下がる（≒平均標準報酬額が下がる）ことに
より、老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給額が少なくなることなどには留
意する必要があります。

確定拠出年金の掛金は、社会保険料算定上の「報酬」とみな
されません。（全額損金算入）そのため制度が活性化し、積
極的に活用する人が増えれば、企業の社会保険料の負担も軽
減できます。この固定費（法定福利費）節減の効果は、企業
経営上、大きなメリットになり得ます。

ＰＯＩＮＴ

３ 社会保険料の
節減効果

「掛金拠出時」の税制優遇

掛金分減額

課税所得
課税所得

掛金は所得とみなされないため、
所得と住民税の負担が軽減します。

「運用時」の税制優遇
▲20.315％

一般の
運用益

運用益は非課税です。
運用益に税金がかからないため、
一般の口座よりも有利に運用する
ことができます。

DCの
運用益



株式会社神奈川保険グループと資本提携

セロトーレ株式会社は、当社が過半数の株を取得する子会社です。
トライアスロンを軸に幅広い事業を展開、国内唯一のトライアス
ロン専門誌『Triathlon Lumina』を発行し、web 上でもトライア
スロン専門サイト『Triathlon Lumina.com』を展開しております。
他にも、年間約 600 回のスクール・イベントの開催やエネルギー
補給食品の開発・販売、Lumina コンテンツを利用した広告・サン
プリング・その他関連事業を行っております。

セロトーレ株式会社は、当社が過半数の株を取得する子会社です。

セロトーレ株式会社のご紹介

多数のご来賓の方々にご臨席頂きました

年度末のお忙しい時期に関わらず総勢 17 名もの方々にご臨席頂き
ました。
経営方針発表会では、当社取引会社である東京海上日動火災保険
株式会社様と株式会社阿波銀行様にご挨拶頂きました。また、懇
親会では、損害保険ジャパン日本興亜株式会社様、株式会社神奈
川保険グループ様、バリュー・トーカイ株式会社様、株式会社クロッ
クアップ様、株式会社アシスト様、皆様それぞれからの貴重なご
挨拶ありがとうございました。
今後とも、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ
るとともに、皆々様のますますのご健勝とご発展を心よりお祈り
申し上げます。

年間約 600 回のスクール・イベント開催 エネルギー補給食品『Enemoti（左写真）』『Mag-on（右写真）』

2019 年 4月 1日、当社の業容拡大に伴い、福島県郡山市に新支店
を開設いたします！拠点の全国展開を目指して日々邁進してまい
りますので、今後の当社の進化に是非ご期待ください。

【郡山支店情報】
住所：福島県郡山市菜根 4-25-10
TEL   ：024-932-3534　　FAX：024-932-3662
最寄り駅：ＪＲ郡山駅　  アクセス：JR 郡山駅より車で 13 分
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2019 年 1月に株式会社神奈川保険グループと資本提携を致しまし
た。神奈川保険グループは 46 年の歴史を持つ保険代理店です。
経営方針発表会では代表取締役の鈴木譲二氏より、この資本提携
を機にお互い切磋琢磨し、首都圏屈指の保険代理店になろうと、
とてもパワフルなご挨拶をいただきました。これから神奈川保険
グループ、そして当社にどのような化学変化が起こるか今から楽
しみです。


