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2.09％

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234（常任代理人 株式会社みずほ銀行）

1.99％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口7）

1.99％

GIC PRIVATE LIMITED - C（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行）

1.87％

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行）

1.86％

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000（常任代理人 株式会社みずほ銀行）

1.84％

（8）公開買付者と当社の関係

• 資本関係
• 人的関係

公開買付者は当社普通株式283,050,000株（所有割合：65.04％）を所有しています。
当社の取締役10名のうち3名が公開買付者の取締役、執行役又は執行役員としての地位を有しており、2名が公開
買付者の出身者です。
また、当社の監査役3名のうち1名が公開買付者の従業員としての地位を有しています。上記のほか、2020年3月31
日現在、当社グループ（注1）の従業員3名がその他公開買付者グループ各社（注2）に出向しており、その他公開買付
者グループ各社の従業員16名が当社グループに出向しています。

• 取引関係

当社グループは、
「 ソニー」及び「Sony」を一部に使用した商標等の使用に関し、公開買付者との間で、商号・商標使
用許諾契約を締結しています。これらの契約に基づき、当社グループは、公開買付者に対してブランドロイヤリテ

ＳＦＧの価 値 創 造

SFGの価値創造

資料編

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5）

ィを支払っています。また、ソニー生命保険株式会社は資産運用の一環として、公開買付者に対して本社屋を賃貸
しており、不動産鑑定評価に基づく賃貸料を受領しています。
公開買付者は、当社の親会社であり、当社の関連当事者に該当いたします。
• 関連当事者への該当状況
（注）1.「当社グループ」とは、当社及びその連結対象会社13社（2020年3月31日現在）であります。
2.「その他公開買付者グループ各社」とは、公開買付者グループを構成する会社のうち当社グループを構成する会社以外
の各会社を総称していいます。また、
「 公開買付者グループ」とは、公開買付者並びにその子会社 1,529社及び関連会社
（2020
155社（このうち連結子会社（変動持分事業体を含みます。）は1,490社、持分法適用会社は140社とのことです。）
年3月31日現在）であります。

2. 本公開買付けの概要
（1）買付け等の期間

2020年5月20日（水曜日）から2020年7月13日（月曜日）まで（39営業日）
（2）買付け等の価格
①普通株式1株につき、2,600円

編集方針
本誌は、保険業法第271条の25および銀行法第
52条の29に基づいて作成したディスクロージャー
資料（業務及び財産の状況に関する説明書類）で
す。SFHでは、掲載項目の整理・検討にあたって
は、経済産業省の「価値協創ガイダンス」を参照
しています。

社名などの略称表記
本誌では、社名などの表示に次の略称を使用している箇所があります。
SFG
SFH
ソニー生命
ソニーライフ・ウィズ生命
SA Reinsurance
ソニー生命ビジネスパートナーズ
ソニー損保
ソニー銀行
ソニーペイメントサービス
ETCソリューションズ
SmartLink Network Hong Kong
SmartLink Network Europe
ソニー・ライフケア
ライフケアデザイン
プラウドライフ
ソニーフィナンシャルベンチャーズ
ソニーグループ（株）

本誌に記載されている、SFGの現在の計画、見通し、戦略、確信などのう
ち、過去の事実でないものは、将来の業績に関する見通しや試算であり、
現在入手可能な情報から得られたSFGの経営者の仮定、決定ならびに判断
に基づいています。実際の業績は、多くの重要なリスクや不確実な要素に
より、これら業績見通しと大きく異なる結果となりうるため、これら業績見
通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願いします。また、新たな
情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、SFGが将来の見通しや試
算を見直して改訂するとは限りません。SFGはそのような義務を負いません。

（3）買付予定の株数
買付予定数
買付予定数の下限

152,130,036株
7,070,000株

買付予定数の上限

－株

（4）公開買付開始公告日

2020年5月20日（水曜日）

● 本誌に記載されているSFHの連結業績は、日本の会計処理の原則ならび

にその手続きおよび表示方法（以下「会計原則」
）に準拠して作成してお
り、その会計原則は、SFHの親会社であるソニーグループ（株）が開示
する連結業績の準拠する米国の会計原則とは異なります。

● SFGは、SFHと、その傘下のソニー生命、ソニー損保、ソニー銀行、ソ
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ソニーフィナンシャルグループ ……………………
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
ソニー生命保険株式会社 …………………………
ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社 …………
SA Reinsurance Ltd. ……………………………
ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社 ………
ソニー損害保険株式会社 …………………………
ソニー銀行株式会社 ………………………………
ソニーペイメントサービス株式会社 ………………
ETCソリューションズ株式会社 ……………………
SmartLink Network Hong Kong Limited …
SmartLink Network Europe B.V. ……………
ソニー・ライフケア株式会社 ……………………
ライフケアデザイン株式会社 ……………………
プラウドライフ株式会社 …………………………
ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社 ……
ソニーグループ株式会社 …………………………

見通しに関する注意事項：

コーポレート・セクション

②新株予約権

• 2016年7月22日開催の当社取締役会の決議（2017年5月31日開催の当社取締役会決議により一部変更）に基づき発行された新
株予約権
1個につき、259,900円
• 2017年7月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権
1個につき、259,900円
• 2018年7月17日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権
1個につき、259,900円
• 2019年7月18日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権
1個につき、259,900円

ニー・ライフケア、ソニーフィナンシャルベンチャーズならびにその子会社
および関連会社から構成される金融サービスグループを指します。

● 本誌に掲載されている金額は、特に記載のない限り、数値は表示単位未

満は切捨て、比率や増減率は四捨五入で表示しています。

● 当連結会計年度の期首より、ソニー生命が保有するその他有価証券であ

る外貨建債券に係る換算差額の処理について会計方針を変更しています。
この変更にともない、前年比等については比較可能性の観点から前年を
遡及適用後の数値に修正し、算出しています。なお、詳細につきまして
は、P51「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（5会計方
針の変更）
」に記載しています。

●「ライフプランナー」はソニー生命の登録商標、“GOOD

DRIVE”はソニー
損保の登録商標です。その他、本誌に掲載されている会社名・商品名は、
各社の商標または登録商標です。

Sony Sony
Financial
Financial
Holdings
Holdings
Inc. ディスクロージャー誌
Inc. ディスクロージャー誌
20212021
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ソニーフィナンシャルグループの概要

既存の枠にとらわれず
新たな金融事業を生み出していく

ソニーフィナンシャルグループは、ソニーグループ（株）がつくった金融サービスグループです。
「人のやらないことをやる」というソニースピリットを原動力に、既存の金融機関が満たしきれていないニーズに応える
新しいビジネスモデルで、業界の常識に挑んできました。
ソニーグループにおけるコア事業のひとつとして、これからも「お客さまのために」を追求することで最高のサービスを提供し、
広く社会に貢献してまいります。

（2021年7月1日現在）

生命保険事業

損害保険事業

銀行事業

介護事業

金融グループの中核事業です。

ダイレクト保険の

個人のお客さまを対象に、

保険・金融のプロフェッショナルである

リーディングカンパニーとして、

質と利便性の高い金融商品・サービスを

自動車保険、火災保険など各商品に

提供するインターネット銀行です。

「ライフプランナー」が、
お客さまの描くライフプランに応じた

おいて、お客さまにご満足いただける

保障プランをオーダーメイドで設計します。

補償/保障やサービスを提供しています。

設

立

1979年（昭和54年）8月10日

設

代 表 者

代表取締役社長

代 表 者

代表取締役社長

資 本 金

70,000百万円

資 本 金

20,000百万円

萩本 友男

立

1998年（平成10年）6月10日
丹羽 淳雄

設

立

2001年（平成13年）4月2日

代 表 者

代表取締役社長

資 本 金

38,500百万円

南 啓二

ご利用者のこれまでの人生とこれからの生活を
第一に考える介護サービスを提供しています。
設

立

2014年（平成26年）4月1日

代 表 者

代表取締役社長

資 本 金

2,625百万円

出井 学

他のグループ会社

（有料老人ホームの企画・管理・運営等）

ライフケアデザイン株式会社
プラウドライフ株式会社

他のグループ会社（クレジットカード決済事業）
ソニーペイメントサービス株式会社
ETCソリューションズ株式会社
SmartLink Network Hong Kong Limited
SmartLink Network Europe B.V.
ベンチャーキャピタル事業

フィンテックなどに独自の強みを持つ
ベンチャー企業に投資しています。
設

1979年
グループの
あゆみ

2

1998年

2001年

「ソニー・プルーデンシャル 「 ソ ニ ー イン シュア ラ ン ス 「ソニー銀行株式会社」設立
生命保険株式会社」
プランニング株式会社」
（ 現 ソニー生 命 保 険（ 株 ）
） （ 現 ソニー損 害 保 険（ 株 ）
）
設立
設立

Sony Financial Holdings Inc. ディスクロージャー誌 2021

2004年
「ソニーフィナンシャルホール
ディングス株式会社」設立
（2007 年 東 京 証 券 取 引 所
市場第一部上場）

2014年

立

2018年（平成30年）7月10日

代 表 者

代表取締役社長

資 本 金

10百万円

2018年

岡 昌志

2020年

「ソニー・ライフケア株式会社」 「ソニーフィナンシャル ベン
チャーズ株式会社」設立
設立

ソニーグループ（株）による
SFH完全子会社化
（ 東 京 証 券 取 引 所における
SFH株式の上場廃止）

Sony Financial Holdings Inc. ディスクロージャー誌 2021
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財務・非財務ハイライト

財務ハイライト
収益性指標

格付情報 （2021年7月1日現在）

ソニーフィナンシャル
ホールディングス（連結）
経常収益・経常利益の推移
■■ 経常収益
（兆円）
■■ 経常利益
（億円）

1.38

1.50

1.62

ソニー損保

保有契約高＊の推移

（兆円）

2.20
45.3

1.78

938

ソニー生命
（単体）

47.2

49.5

ソニー銀行
（単体）

元受正味保険料の推移

（億円）

53.6
51.4
990

1,070

1,303

1,121

663 668

住宅ローン残高の推移

（兆円）

2.36

1,191

1.45 1.52

1,102

格付会社

1.69

格付投資情報センター（R&I）

ソニーフィナンシャル
ホールディングス

ソニー生命

ソニー銀行

発行体格付
AA-

保険金支払能力格付
AA

ー

ー

ー

長期発行体格付
AA-

ー

保険財務力格付
A+

カウンターパーティ格付
長期 A 短期 A-1

1.93

日本格付研究所（JCR）

773
S&Pグローバル･レーティング・ジャパン
（S&P）

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

（注）3月31日に終了した1年間

（注）3月31日現在

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021
（注）3月31日現在

（注）3月31日に終了した1年間

＊個人保険と個人年金保険の合計

ソニーフィナンシャル
ホールディングス（連結）
連結修正ROE＊

5.6%

＊2020年度

ソニー生命
（単体）
コアROEV＊

4.9%

ソニー損保
修正ROE＊

20.9%

ソニー銀行
（連結）
ROE＊

7.9%

非財務ハイライト（2021年3月31日現在）
従業員数＊

ライフプランナー数

MDRT＊会員数

ソニーフィナンシャルグループ

ソニー生命

ソニー生命

11,907 名

健全性指標 （2021年3月31日現在）
ソニーフィナンシャル
ホールディングス（連結）
自己資本比率（国内基準）

ソニー生命
（単体）
ソルベンシー・マージン比率

ソニー損保
ソルベンシー・マージン比率

14.64% 2,126.6% 861.7%

（注）表示単位未満は切捨てで表示

4
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ソニー銀行
（単体）
自己資本比率（国内基準）

8.00%

ソニーフィナンシャル
ホールディングス

87名

生命保険事業

8,906名

損害保険事業

1,452名

銀行事業

697名

5,191 名

1,569 名
（注）2021年4月現在

＊P99「用語集」参照

＊P36「会社概要」参照

Sony Financial Holdings Inc. ディスクロージャー誌 2021
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CEOメッセージ

人に寄り添う力とテクノロジーの力で、
一人ひとりの安心と夢を支える

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
また、昨年来の新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げますとと
もに、医療関係者をはじめ社会システムの維持などにご尽力されている皆さまに心からの敬意と感謝の意を
表します。

ソニーフィナンシャルグループのビジョン・バリュー
ソニーフィナンシャルグループ（SFG）は、生命保険・損害保険・銀行を中心とした金融グループです。
グループ経営を統括する持株会社のソニーフィナンシャルホールディングスは、2020年９月、ソニーグルー
プ（株）の完全子会社となりました。
「心豊かに暮らせる社会を目指し、人に寄り添う力とテクノロジーの力で、一人ひとりの安心と夢を支える
金融グループになる」
。ソニーグループ（株）による完全子会社化を機に、私たちがソニーグループならでは
の金融事業として目指す姿、すなわちSFGのビジョンを再定義しました（本誌P1）
。
ソニー生命は、ライフプランナーによる質の高いコンサルティングを展開しています。ソニー損保やソニー
銀行は、信頼性の高いダイレクト／インターネットサービスを提供しています。ソニー・ライフケアは、一人
ひとりのご入居者に合った介護サービスをお届けしています。このビジョンには、SFG各社が金融のプロフェッ
ショナルとして培ってきた「人に寄り添う力」に、ソニーグループならではの強みである「テクノロジーの力」
を掛け合わせて、お客さまをはじめとするステークホルダーの皆さま一人ひとりの「安心」と「夢」をしっかり
と支えていきたいという思いを込めています。
また、SFGの社員全員が共有する価値観、すなわちバリューは、各社事業の原点である「お客さま本位」
、
ソニースピリットを胸にビジネスを切り拓く「独自性」
、ソニーグループの一員として共有する「夢と好奇心」
、
代表取締役社長 兼 CEO

「多様性」
、
「高潔さと誠実さ」
、
「持続可能性」としました。この6つのバリューを大切にしながら、ビジョン
実現に向けた具体的な取組みを進めてまいります。

新中期経営計画の策定
今年4月、2021年度を始期とする新しい中期経営計画（以下、新中計）をスタートさせました。
競争環境の激化、低金利の定着、お客さまニーズの多様化など、SFGを取巻く環境はますます厳しさを
増しています。こうした状況に先手を打つために、新中計では「『自己変革』を通じた企業価値の最大化」
を基本方針に掲げました。過去のやり方に安住せず、環境変化を敏感にとらえ、SFGならではのユニークな
強みを徹底的に磨きこみ、お客さまへの提供価値を最大化させていきたいと考えています。

5つの戦略の柱
新中計では5つの戦略の柱を策定しました。
1つ目は、
「コア・ユニークな競争優位性の徹底強化」です。SFG最大の強みであるソニー生命のライフ

6
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CEOメッセージ

プランナーをグループ全体の戦略推進の主軸と位置づけ、そのフルポテンシャルを引き出します。
新型コロナウイルスの影響により日常的に社会的距離の確保を求められる中、ソニー生命はいち早くリモー
トコンサルティングを導入し、面前・リモートを問わずライフプランナーによる高品質なコンサルティングサー
ビスを提供できる体制を整えました。今後も、新たなコンサルティングツールの導入や顧客データ分析の深掘
りによりライフプランニングや資産形成サポートを強化するとともに、法人戦略本部を新設するなど法人営業
にも注力し、生産性のさらなる向上を図りつつ、お客さまへの提供価値を向上させていきます。
ダイレクト自動車保険での圧倒的なブランド・シェアを持つソニー損保は、自動車保険での成功モデルを火
災保険等に応用・展開するとともに、ライフプランナーチャネルとの連携を通じて、成長を加速させます。
住宅ローン事業に強みを持つソニー銀行は、住宅ローンに加え、外貨ビジネスの拡充にも注力します。他
社とのアライアンスを積極的に活用するとともに、ライフプランナーチャネルとの連携強化を通じて、顧客基
盤のさらなる拡充を図ります。
2つ目は、
「低金利に耐えうる収益構造への転換」です。これまでソニー生命が注力してきたファミリー層
に加え、法人や資産形成・シニア層などのニーズをとらえた商品・サービスを強化するとともに、金利リスク
の低い商品の比率を高め、収益構造の強化を図ります。また、デジタル化や業務の見直しを通じ、オペレー
ション効率を上げ、事業費率を低減します。さらに、低金利に対応した資産運用の高度化を図っていきます。

貢献し、お客さまや社員、ビジネスパートナー、地域社会や環境など、さまざまなステークホルダーの皆さま
との調和を図りながら、企業価値の持続的な向上を図ってまいります。

3つ目は、
「お客さま目線経営のさらなる進化」です。「お客さま本位」という価値観を社員全員が共有し
ていることは、SFGの強みのひとつです。外部調査機関によるさまざまなお客さま満足度調査で高い評価を
頂いていることは、ロイヤリティの高い顧客基盤につながっています。今後もフィデューシャリー・デューティー
の実践、コンプライアンスの徹底はもちろんのこと、より高い次元でお客さまにご満足いただけるよう、より
良い顧客体験を提供することを通じ、お客さま目線に徹した経営を実践していきます。
4つ目は、
「テクノロジーによる競争力の強化」です。テクノロジーはSFGの強みのひとつであり、ソニー
グループ（株）による完全子会社化を機にさらに強化していきます。ソニーグループのデータ分析アルゴリ

グループ一体経営の推進に向けた社名変更
これまで以上にグループ一体経営を強力に推進することで、金融グループとしてのシナジーを高め、お客
さまへの提供価値を最大化するという決意を込めて、持株会社の社名を「ソニーフィナンシャルグループ株式
会社」に変更することとしました（2021年10月1日付を予定）
。社会の在り方そのものが大きく変わりつつ
ある今こそ、私たち自身も「自己変革」を遂げることによって、ソニーグループならではの金融事業として、
グループ一体での価値創出をリードしてまいります。

ズム、センシングやAI技術など、R&D連携を強化します。ソニーグループのテクノロジーとSFGの金融ビジ
ネスの知識・経験を掛け合わせ、新たな価値創造を追求していきます。
5つ目は、
「グループシナジーの最大化」です。具体的には、グループ各社間のクロスセルを強化します。

私たちSFGは、これまでもステークホルダーの皆さまや地球環境に与える影響に十分配慮して行動するとと

近年、ライフプランナーによるソニー損保の自動車保険やソニー銀行の住宅ローンの販売は着実に増加してい

もに、対話を通じてステークホルダーの皆さまとの信頼を築くよう努めてきました。今回のコロナ禍を機に、

ますが、今後はソニー損保・ソニー銀行からライフプランナーにお客さまを紹介することにも力を入れ、ライフプ

今まで以上に持続可能な社会への貢献が求められていると感じています。

ランナーを軸としたクロスセルの推進を図ります。また、お客さまニーズを的確にとらえた商品提供やきめ細やか

SFGが展開する各事業の活動領域やビジネスモデルはさまざまですが、お客さま一人ひとりに寄り添った

なマーケティング活動をグループ横断的に展開すべく、SFG内の顧客データ基盤の統合を推進します。将来的

付加価値の高い商品・サービスを提供していること、テクノロジーの力を活用していることは、各事業共通の

には、エレクトロニクスやエンタテインメント領域等の他のソニーグループ各社との連携も模索していきます。

特徴です。「人に寄り添う力とテクノロジーの力で、一人ひとりの安心と夢を支える」という大きな志のもと、

これら5つの戦略の柱を確実に推進するために、持株会社がグループ経営のガバナンスを効かせ、経営品
質のさらなる強化を図ります。新中計を着実に実行することにより、ソニーグループ全体の企業価値向上に
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心豊かに暮らせる社会の実現に向けて
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今後も私たちはグループ一丸となって新たな価値を生み出し、心豊かに暮らせる社会を目指していきます。
引き続きのご支援を心よりお願い申し上げます。
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