2018 年 5 月 23 日
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社
こうぎんこうれんじんじゅほけん

中国生命保険会社「交銀康聯人寿保険 有限公司」の持分取得に関する合意について

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社（社長：柄澤 康喜）傘下の
三井住友海上火災保険株式会社（社長：原 典之、以下「三井住友海上」または「当社」）は、中国の
交通銀行傘下の交銀康聯人寿保険有限公司（以下、「交銀人寿」、英文名 BoCommLife Insurance
Company Limited）の持分 37.5%を、豪州の大手銀行 Commonwealth Bank of Australia（以下、
コモンウェルス銀行）の生命保険子会社 Colonial Mutual Life Assurance Society Limited（以下、
「CMLA」
）から取得することに合意しました。
１． 本件出資の概要
取得比率：

交銀人寿の持分 37.5%

取得金額：

43.25 億人民元（円換算額 約 747 億円。1 人民元=17.27 円で換算）
交銀人寿が 30 億人民元の増資を既存出資者に対して実施した後に、当社は 43.25 億人
民元で 37.5%の持分を取得します。

取得資金： 当社が保有する手元資金
取得時期：

関係当局の承認を得られ次第、速やかに取得します。

２． 本件出資の戦略的目的
（１） 中国生命保険市場への参入による収益性向上とリスク分散
中国はアメリカ、日本に次ぐ世界第 3 位の生命保険市場であり、今後更なる成長が見込まれて
います。同市場への参入を果たすことで、収益性の向上に加えて、当社既存事業とのリスク分散
による事業の安定化が期待できます。
（２） 中国五大銀行の一つである交通銀行との合弁事業
交通銀行（2018 年 4 月末時点の時価総額約 7.3 兆円）は、中国において高いプレゼンスを持つ
中国五大銀行の一つで、傘下に保険、アセット・マネジメント、証券、リース、信託等の子会社
を有する総合金融サービスグループです。
交通銀行を合弁パートナーとすることにより、当社は中国生命保険市場において、強力な事業基
盤を確保することが可能となります。
（３） 成長性の高い中国の銀行窓販チャネルの獲得
中国の生命保険料収入に占める銀行窓販チャネルの割合は、2013 年の 36.7%から 2016 年は
44.1%に上昇しており、他のアジア各国同様、銀行窓販チャネルの重要性が高まっています。
交銀人寿は、強固な顧客基盤を持つ交通銀行の窓販を主要な販売チャネルとしており、今後も安
定的な成長が期待できます。

３． 交通銀行の概要
交通銀行は 1908 年に中国で設立された 100 年を超える歴史を持つ銀行で、香港証券取引所及び上
海証券取引所に上場しています。中国国内の支店数は 3,270 であり、中国全土を網羅しています。
海外では東京、香港、シンガポール、ソウル、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロンドン、フラ
ンクフルト 、シドニーに支店等を置いて 16 か国で事業を展開しており、グループ従業員約 90,000
人を超えるグローバルな金融グループとして発展し続けています。
交通銀行股份有限公司
（英語名：Bank of Communications Co., Ltd.）
（２）設立年
1908 年
（３）本社
中国・上海
（４）代表者の役職・氏名
彭 純 Peng Chun （董事長）
（５）従業員数
約 91,240 名（2017 年 12 月期）
（６）主な事業内容
銀行業
（７）資本金
742 億人民元（約 1 兆 2,814 億円）
（８）格付
Moody’s: A3、Standard & Poor’s: A（９）上場市場
香港証券取引所、上海証券取引所
（１０）決算期
12 月
中国政府 26.5%、香港中央結算（香港上場株保管機構）20.1%、HSBC
（１１）主要株主および
18.7%、全国社会保障基金理事会 4.4%、中国証券金融 3.2%、首都
持株比率
機場集団 1.7%等
（１２）三井住友海上との関係 資本・人的関係はありません。
（１３）当該会社の最近 3 年間の連結経営成績および連結財務状態 （単位: 百万人民元）
決算期
2015 年 12 月期
2016 年 12 月期
2017 年 12 月期
連結当期純利益
66,528
67,210
70,223
連結純資産
538,092
632,407
676,271
連結総資産
7,155,362
8,403,166
9,038,254
（１）正式名称

４． 交銀人寿の概要
交銀人寿の中国における 2017 年の保険料収入順位は全体で 28 位（85 社中）
、外資 4 位（28 社中）
であり、交通銀行における銀行窓販を中心に、着実にシェアを伸ばしています。
交銀康聯人寿保険有限公司
（英語名：BoCommLife Insurance Company Limited）
（２）設立年
2000 年
（３）本社
中国・上海
（４）代表者の役職・氏名
侯 維棟 Weidong Hou （董事長）
（５）従業員数
1,529 名（2017 年 12 月期）
（６）主な事業内容
生命保険事業
（７）資本金(※)
21 億人民元（約 362 億円）
（８）格付
なし
（９）上場市場
非上場
（１０）決算期
12 月
（１１）出資者および出資比率 交通銀行：62.5%、CMLA：37.5%
（１２）三井住友海上との関係 資本・人的関係はありません。
（１３）当該会社の最近 3 年間の経営成績および財務状態 （単位: 百万人民元）
決算期
2015 年 12 月期
2016 年 12 月期
2017 年 12 月期
保険料収入
4,072
9,703
13,130
当期純利益
203
204
256
純資産(※)
2,290
2,179
1,886
総資産
11,284
23,397
33,256
（１）正式名称

※2017 年 12 月期以降、当社取得前に実施予定の増資額 30 億人民元は含まれておりません。
※財務数値は小数点以下を切り捨て表示しております。

以上

