
TOP MESSAGE

　平素より、アイペットホールディングス株 式会社（以下、当社）をお引き立ていただき、誠

にありがとうございます。

　一昨年来の新型コロナウイルス感 染 症の拡 大により、社会 全体が大きな影響を受けてお

ります。罹患された方々、およびご家族の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

　昨年の 6 月に代 表取 締 役 CEO に就任してから約 1 年が経 過しました。その間、当社は、

旺 盛なペット需要を背景に順調に成長を続け、2021 年度は大幅な増収増益を果たすこと

ができました。

　これもひとえに株 主、投 資家の皆さまをはじめ、お客さま、役職 員など、すべてのステー

クホルダーの皆さまに支えていただいたおかげです。心より感謝申し上げます。

　「ペットと人とが 共に健 やかに 暮らせる社 会をつくる」を 経 営 理 念に掲げるアイペット

グループ（以下、当社グループ）では、各 事 業が成長しつつシナジーを高め、グループ全 体

として経営理 念の実現を目指してまいりたいと考えております。現在は、ペット保 険事 業と

オンラインペット健康相談事業を手がけております。

　当社グループの中核事業であるペット保険の市場は、年平均 2 桁成長を続け、2021 年は

市場規模が 1,000 億円を超えましたが、成長余地はまだ大きいと考えております。そのよう

な中で、当社グループの保有契約件 数ベースのシェアは少しずつ高まってまいりました。私

たちは、今後もより一層、市場における存在感を高め、ペットとお客さまのお役に立てるよう

に努めてまいります。

　当社グループの将 来の更なる成長を支えるためにも、2022 年 5 月に開示した「事業計画

および成長可能性に関する事項」に基づき、この事業計画の期間である2024 年度までは、

まずは成長可能性の高い既存 事業に経営資源を集中し、しっかりと基盤固めを行います。

中長 期的には、それぞれの事 業で一定の利益 率を確保し、多様な事 業リスクに対処するこ

とで、持続的な成長を目指したいと考えております。

　そのうえで、ペットと飼い主さまにより一層向き合いながら、ペットと人とが共に健やかに

暮らせる社会の実現に向け、グループの事業を通じて貢献してまいります。

　当社のブランドステートメントでは「ペットは人を幸 せにしてくれる。私たちにできること

は、きっと、もっと、ある。」と示しております。

　当社の役職員一人ひとりがこの想いを胸に、ペットと飼い主さまがこれからも今まで以 上

に健やかで幸せであるために、ペットに関わる社会的課 題に向き合い、私たちのできること

に最高のクオリティを追い求めながら、誠実に取り組んでまいります。

　引き続き、一層のご愛顧とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 アイペット損害保険株式会社の母体となる会社設立
株式会社アイペットへ社名変更
少額短期保険業者として登録
損害保険業免許取得
アイペット損害保険株式会社（以下、アイペット損保）へ社名変更
東京証券取引所マザーズ上場
設立15周年
単独株式移転の方法により、アイペット損保の純粋持株会社（完全親会社）となる
アイペットホールディングス株式会社を設立し、東京証券取引所マザーズ市場に上場
ペッツオーライ株式会社（以下、ペッツオーライ）の株式取得（完全子会社化）
東京証券取引所グロース市場へ移行
本社を江東区豊洲に移転
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アイペットホールディングス株式会社

代表取締役 CEO 安田  敦子
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事業計画および成長可能性に関する事項
未入稿

グループ 事業

ペッツオーライは、ペットの健康に関して、オンラインで獣医師、ドッグトレーナー、ホリスティックケア・カウンセラーに相談できる
サービスを提供し、事業規模を順調に拡大させています。
また、グループ会社として、アイペット損保のペットショップチャネルを活用し、新規契約獲得を行うなど営業面でのシナジーの
実現を目指しています。さらに、グループのリソースをうまく活用することで、相互に事業費を合理化する取組みも進めてまいります。

■ オンラインペット健 康相談事業

ペット保険事業は成長余地の大きい市場であり、アイペット損保も更なる成長が見込まれます。
これからの成長過程で、高い業務品質を保ったサービスを提 供し続けるため、一層の基盤固めを行う必要があると考えており、
中長期的な重点方針として次の３つを掲げています。

1.質を伴うトップラインの向上
保有契約件数を増加させるとともに、PAC＊を意識した施策を行います。

2.生産性の向上
更なる成長に向けて事業基盤を強化するために、事務・システムへの投資や事業費の合理化等の取組みを遂行します。

3.経営基盤の強化
人財力とリスク管理態勢の強化を図ります。

■ ペット保険事業

グループ経営方針

LTV：1契約換算あたりLTV（Life Time Value 生涯顧客価値）

PAC：1契約換算あたりPAC（Pet Acquisition Cost 新規契約獲得等費用）

保有契約件数：ペット保険の保有契約件数

IRR：グループIRR（内部収益率）

当社グループでは、Non-GAAP指標を経営者が意思決 定する際に使 用する経営管理指標と位置付け、当社の経営成績
を表す指標として開示しています。Non-GAAP指標は、利益を発生主義ベースで認識する未経過保険料方式により算定
するため、期間比較が可能となり、経営実態を適切に反映していると考えています。

経常収 益

FY2021実績 FY2022計画 FY2023計画 FY2024計画

＊ P.6参照

※2021年度計画は、LTV 63,000円、PAC 24,000円、IRR 29.0%、保有契約件数 723,000件
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財務ハイライト （2022年 3月期）

アイペット損保における保有契約件数

728,724件

保険引受収益

27,667百万円

1契約換算あたりPAC

22,266円

親会社株主に帰属する当期純利益

38百万円

1契約換算あたりLTV

70,736円

＊6

＊5

＊4

＊3

＊2

＊1

経常利益

191百万円

グループ IRR

42.0%

資産運用収益

335百万円

純資産

5,033百万円
自己資本比率

22.5%

経常収益

28,675百万円

＊4,5,6　（前提）ペット保険事業とオンラインペット健康相談事業の合算

＊1,2,3　J-GAAP 指標（日本基準に基づく指標）、P．31参照

決算ハイライト
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非財務ハイライト

社外取締役比率

（%）

30.0 28.6
22.2

2020.3 2021.3 2022.3

50.0

2022.3

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

アイペット損保単体 アイペットHD単体

年次有給休暇取得率

（%）
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アイペット損保単体 グループ全体

※年間取得日数／年初付与日数

女性管理職・監督職比率

（%）

15.3

29.8 29.3
25.8

35.0
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15.0
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5.0
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※出向者も含めた女性管理職・監督職の比率

アイペット損保単体 グループ全体

2020.3 2021.3 2022.3 2022.3

アイペット損保単体

FY2019 FY2020 FY2021

ペット休暇取得日数 142日 203日 196日

ペット休暇取得人数 82人 117人 106人

ペット忌引き取得日数 19日 25日 30日

ペット忌引き取得人数 9人 12人 18人

ペット休暇等

※ペット休暇 ： ペットと同居している従業員は、1年につき最大2日間、ペットのために休暇を取得できる制度
※ペット忌引き ： 同居しているペットが亡くなった際、1頭につき最大3日間の休暇を取得できる制度
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トピックス

「ペットと⼈とが共に健やかに暮らせる社会をつくる」の実現へ向けて

当社グループは、ペット保険事業、オンラインペット健康相談事業を通じ、ペットおよびペットと共に暮らす

人の心身がともに健康でいられるように、そして、ペットを飼っている人もそうでない人も健やかに共存でき

る社会を実現できるように、努めてまいります。

「事業計画および成長可能性に関する事項」策定

当社は、2022年5月13日に、経営理念である「ペットと人とが共に健やかに暮らせる社会をつくる」を実現する

ためのグループ経営方針を「事業計画および成長可能性に関する事項」にて開示しました。

当社は、2024年度までは、成長可能性の高い既存事業に経営資源を集中し、基盤固めに注力します。また、中長

期的には、各事業で⼀定の利益率を確保し、多様な事業リスクに対処することで、持続的な成長を目指します。

また当社では、従来の「中期経営計画」を法定開示書類である「事業計画および成長可能性に関する事項」に統

合し、「ローリング方式」から原則3年間（2022年度-2024年度）の「固定方式」へ変更しています。

2022年4月4日の東証市場区分の見直しにより、当社はマザーズ市場からグロース市場へ移行いたしました。

今後は株主、投資家の皆さまに合理的な投資判断を促す観点から、決算説明会の開催や株主総会などを通じた

対話の機会に加えて「事業計画および成長可能性に関する事項」を継続的に開示いたします。

新市場区分における「グロース市場」へ移行

当社グループ　本社移転

当社グループは、2022年6月に、江東区豊洲に本社を移転いたしました。

新オフィスのコンセプトは「Fun  place  for『Teamwork』」で、「仲間と働くことを

楽しめるような空間」を意識したデザインを採用し、執務エリアは開放感を重視しま

した。

具体的には、仕切りを極力なくし、すべての機能をワンフロアへ集約したほか、⼀部不

規則にデスクを配置することによって動線を複雑化するなど、対面での会話が自然に

生まれやすくなる工夫を随所に施し、横断的なコミュニケーションを促す、オープンで

シームレスな業務環境を実現しております。

また、フリーアドレス化や、リモート会議を意識した１人用会議ブースおよび業務に集

中することができる集中ブースの導入により、業務の効率化を促進します。
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■ 新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたアイペット損保のお客さまに対して、以下の取組みを行

い、サポート体制の強化に努めております。

・継続契約の変更手続き、保険料の払込み猶予

・保険手続き等、重要業務の継続体制強化

・ペットに関連した新型コロナウイルス感染症に関する情報をまとめた特設Webページを開設

また、従業員に対する新型コロナウイルス感染症の対策として、以下の取組みを行い、社内感染の拡大防止

や感染時の重症化防止に努めるとともに、安定的な事業活動継続のための対策も講じております。

・在宅勤務制度の導入

・ビデオ会議などの非接触コミュニケーションの推進

・ワクチン接種時の特別有給休暇制度の導入

・新型コロナウイルス感染症に関する報告窓口を設置

アイペット損保　保有契約件数70万件突破

当社グループの中核会社であるアイペット損保は、旺盛なペット需要を背景に、ペットショップなどの代理店チャ

ネルの貢献、インターネットチャネルの順調な推移なども伴い、多くの皆さまにご支持をいただいた結果、保有契

約件数は、2021年7月には65万件、そこから最速のペースで5万件増加し、12月には70万件に到達しました。
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当社グループの中核会社であるアイペット損保では、独自の SDGs への取 組みとして「ペットと人の SDGs」を掲げ

ています。「ぺットと人の SDGs」では、6 つの重 点 課 題を掲げ、その具体 的な取 組みを推 進しています。今後も当

社グループは、ペット産業における社会的課題へ取り組み、ステークホルダーの皆さまと、全てのペットとペットオー

ナー、そしてペットを飼っていない人が幸せになれる社会を築いてまいります。

当社グループのＳＤＧｓへの取組み

当社グループの ESG への取組み

対応するSDGsの目標

1.ペットと共に健康に
私 たちは、以下のような活 動を 通じて、ペットと人 間が 共に健 康に生きていける
社会の実現を目指します。

・ペット保険の提供　・ペットの病気やケガに関する情報発信、啓蒙活動
・商品改定を実施し、よりご継続していただきやすい商品へ

当社グループでは、ペット保険会社を中核会社に擁するグループとしての社 会的責任を果たしつつ、事業をさらに
強固にし、持続 的な成長につなげていくため、ESG への取 組みを強化しております。ESG への取 組みにおいては、
事業を通じた環境負荷の低減（Environment）、ペットと人とが共に健やかに暮らせる社会への貢献（Social）、ガ
バナンスの強化による信頼性向上（Governance）のそれぞれにおいて、取組みを推進しています。
直 近の 2021 年度「ESG 経営調 査」（SOMPOリスクマネジメント株 式会社）では、118 社中 4 位（2022 年 3 月末に
おける東証一部を除く上場企業中）となるなど非常に高い評価を得ています。
今後も、ESG を経営課 題と捉え、ステークホルダーの皆さまにより信 頼していただけるよう、これまでに行ってきた
取組みの継続、進化、新たな取組みへの挑戦などを行ってまいります。

2021年度におけるアイペット損保の重点課題と具体的な取組み

サステナビリティ
-  ESG、SDGs

2.ペットと共に安全に
私たちは、災害が起きたときにもペットと人間が共に安全を確保できるよう、防災に
ついての取組みを支援、推進していきます。
・ペットの防災に関する情報発信、啓蒙活動 ・災害救助犬の育成支援
・青森県における人とペットの防災対策推進強化

4.全ての命に愛を
私たちは、ペットの終生飼養に関する啓蒙活動や動物の福祉活動への支援などを
通じ、不幸な犬や猫が減少するよう努力していきます。
・青森県との動物愛護に関する連携協定
・「ペットのおうち*」への「ノミ・マダニ駆除薬」支援
・終生飼養に関する情報発信、啓蒙活動
＊株式会社 Easy Communications が運営する国内最 大級のペット里親募集サイト

5.保険会社としての信頼性の更なる向上に向けて
私たちが社会での責任を果たし、目指す社会を実現するため、私たち自身が保険会
社としての基盤、体制を強化することで、より信頼される保険会社を目指します。
・お客さま主義の推進　・ガバナンス強化　・保険金不正請求防止に向けた取組み
・コンプライアンス・リスク管理の更なる強化
・デジタライゼーションの推進によるペーパーレス化　・営業車にエコカーを活用
・オフィスの省スペース化、デジタル冊子化等による、地球環境保護への取組み推進
・お取引先さまとの契約に電子契約を活用

6.「うちの子」である従業員の健やかな生活と成長に向けて
私たちにとっての「うちの子」である従 業員とペットが 健やかに生活し、成長できる
よう、WLB(ワークライフバランス）を実現する働きがいのある職場環境の整備、強
化を進めます。
・ペット休暇、ペット忌引きの導入 ・障がい者雇用の促進
・在宅勤務／時差通勤制度の推進 ・育成体系の導入
・女性の活躍推進 ・資格取得補助制度の導入
・防災対策強化

サステナビリティ
https://www.ipet-hd.com/ja/sustainability.html

経営理念 ペットと人とが共に健やかに暮らせる社会をつくる

ESG の取組み ペットと人の SDGs

・デジタライゼーション推進によるペーパー
レス化
-デジタルマーケティング
-ご契約者さま専用「マイページ」の活用等

・ 営業車にエコカーを活用
・ 共生環境向上、環境美化への啓蒙活動

-しつけに関する情報発信、啓蒙活動

・地球環境保護への取組み推進
-本社機能移転を含む拠点の省スペース化

推進
-「うちの子ライト」会員 証をプラスチック

製から紙 製へ変更
-「デジタル冊子-KEEP GREEN-」化の推進
-お取引先さまとの契約に電子契約を活用

ビジネスプロセスの変革や
環境に配慮した取組み

環境負荷の
低減へ

Environment

・ペット保険による飼い主さまの支援
-商品改定により、さらに継続しやすい保険料体系へ

・ 持 株 会 社化によるペットに係る社 会
的課題への取組み

・ 青森県との動物愛護に関する連携協定
-ペット防災サイト、ペットとの避難所情報共有

マップ、ペット防災学びコンテンツ公開

・各種情報発信、啓蒙活動
-第一生命保険株式会社と「災害とペット」

に関するWEBセミナー共催

・動物福祉に関する活動等への寄付、支援
-動物臨床医学研究へ特定傷病データを無償提供

・従業員の働きがい
-ペット休暇、ペット忌引き制度等
-在宅勤務／時差通勤制度の積極活用

・若手、女性の登用等
・障がい者雇用の促進
・「アイペット育成体系」の整備、運用開始
・わんアクション応援制度（資格取得補助

制度）の導入

ペット保険の普及拡大や
ペットに関わる社会貢献

ペットと健康で幸せに
暮らせる社会へ

Social

・取 締 役会の監 督機能強化、透明性の
向上
-監査等委員会設置会社
-任意の指名・報酬諮問委員会の設置

・ 保険金不正請求防止に向けた取組み
・ コンプライアンス・リスク管理の一層

強化

ガバナンスの強化

より信頼される
ペット保険会社グループへ

Governance

3.ペットを飼っている人も飼っていない人も幸せに
私たちは、ペットを飼っている人だけでなく、ペットを飼っていない人もいる社会で、
ペットも飼い主さまも幸せに共存していける社会を目指します。
・しつけに関する情報発信、啓蒙活動 ・マナー啓蒙活動の実施
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