
【ご案内】
起業家が語る株式上場セミナー

～上場によるビジネス感の変化と、成長のための公的支援～

謹白

有限責任監査法人トーマツ 中京ブロック本部長 平野 善得

野村證券株式会社 名古屋企業金融二部長 田中 敏之

謹啓 時下益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、有限責任監査法人 トーマツ・野村證券株式会社主催、独立行政法人 中小企業基盤整

備機構 中部本部後援にて、事業法人様向けにセミナーを開催させていただくこととなりました。

昨年末の政権交代以降、株式市場は急速な変化を見せております。発行市場においても、新規

上場企業数が増加傾向にある等、環境は好転しており、企業の経営戦略として関心が高まっており

ます。

本セミナーでは、ライフネット生命保険株式会社を創業し、昨年上場を果たされた代表取締役社長

の出口様を講師にお招きし、企業成長と株式上場の体験談をお話いただきます。また、企業成長の

ための施策として中部地区における公的支援制度の活用や、国内およびアジア諸国の経済見通し

などについてご説明させていただきます。

皆様の経営の一助となれば幸いでございます。ご多忙の折とは存じますが、是非とも内容をご高

覧頂き、ご参加賜りますようご案内申し上げます。

 主催：有限責任監査法人トーマツ、野村證券株式会社

 後援：独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部

 開催日：平成25年3月19日（火） 午後1時00分～午後4時45分

※ プログラム詳細は次頁をご参照ください。

 開催場所：野村證券株式会社名古屋支店 7Fホール

 名古屋市中区錦2‒19-22 （名古屋市営地下鉄伏見駅下車③出口徒歩3分）

 電 話：052‒211-2055

 担 当：名古屋企業金融二部 須藤（すどう）、小笠原（おがさわら）

 参加費用：無 料

 定 員：100名

企 画 概 要

平成25年2月吉日



平成25年3月19日（火） プログラム

【特別講演】「ライフネット生命の上場とこれから」

2012年3月に東証マザーズに上場を果たされたライフネット生命保険株式会社代表取
締役社長の出口様より、「インターネットを主な販売チャネルとした生命保険」という独自の
ビジネスモデル、上場を目指した経緯・上場準備の苦労話、そして上場後の変化について
体験談をお話いただきます。

「内外経済・金融の最新動向」

野村證券株式会社 経済調査部 チーフエコノミスト木下より、総選挙以降、急速な変化
を見せる経済・金融の最新動向を解説致します。また、日本経済だけではなく、注目を集
めるアジア諸国の見通しについて合わせてご説明致します。

13:00 主催者挨拶
野村證券株式会社

名古屋企業金融二部長　田中 敏之

13:05
【特別講演】

ライフネット生命の上場とこれから
ライフネット生命保険株式会社
代表取締役社長　出口 治明 様

14:30 成長のための公的支援の活用について
独立行政法人中小企業基盤整備機構
中部本部　経営支援課長　岩瀬 守

15:40 内外経済・金融の最新動向
野村證券株式会社

 経済調査部　チーフエコノミスト　木下 智夫

16:40 主催者挨拶
有限責任監査法人トーマツ

中京ブロック本部長    平野 善得

「成長のための公的支援の活用について」

企業の成長に有意義な公的支援の活用方法について、中小企業基盤整備機構 中部
本部 経営支援課長岩瀬が解説致します。



 

「起業家が語る株式上場セミナー」 

 

＜会場ご案内＞ 野村證券 名古屋支店 7階ホール 

   

〒460-8689  愛知県名古屋市中区錦 2-19-22 ℡052-211-2055（名古屋企業金融二部 直通） 

（地下鉄伏見駅 3番出口より東へ徒歩 3分 広小路本町バス停前） 

 

＊切り取らずにそのままご返信下さい 

セミナー申込み方法 

参加をご希望される場合は、以下の申込書に必要事項をご記入の上 FAX にて申込み頂くか、又は必要事項を明記の上 E-mail にてお申込み  

ください。尚、申込みは先着順に受け付け、定員となり次第締め切らせて頂きますので、予めご了承ください。                    HP 

e-mail: seminar-r5160000@jp.nomura.com FAX: 052-201-1855      野村證券株式会社  名古屋企業金融二部 行き 

申込書 

 ご出席         資料送付のみ希望 

貴社名： 

貴社住所：  
〒（     ）-（       ） 

お役職： お名前： 

お役職： お名前： 

TEL:（     ）－（       ）－（       ） 

FAX:（     ）－（       ）－（       ） 
E-mail: ＠ 

事前アンケート（任意） ： ライフネット生命保険株式会社  代表取締役社長の出口様へのご質問等ございましたら、以下ご自由にご記入下さい。 

（事前質問） 

ご記入いただきましたお客様の個人情報（氏名、住所、役職、電話番号、FAX 番号、e-mail アドレス）は、今回セミナーを主催する二者間（有限責任監査法人トーマツ、野村證券株式会社）で共同利用させて頂きます。

ご記入いただきました個人情報は、有限責任監査法人トーマツ、野村證券株式会社における利用目的の範囲内で利用をさせて頂きます。 

尚、有限責任監査法人トーマツ、野村證券株式会社における個人情報の利用目的の詳細は、それぞれ、有限責任監査法人トーマツホームページ（http://www.tohmatsu.com/privacy/）、野村證券株式会社ホームペ

ージ（http://www.nomura.co.jp/privacy.html）、店頭のポスター等をご覧ください。また、お客様の個人データの管理責任者は、野村證券株式会社となります。 

 

 



インターネットを主な販売チャネルとする
戦後初の独立系生命保険会社です

私たちは

生命保険を提供します

社 名

英 文 社 名

資 本 金

U R L

役 員

ライフネット生命保険株式会社
LIFENET�INSURANCE�COMPANY
209億6,300万円（資本準備金�104億8,150万円を含む）
http://www.lifenet-seimei.co.jp/
代表取締役社長

代表取締役副社長

常務取締役

取締役

監査役
（2012年6月30日現在）

便利に

正直に

わかりやすく

安くて

ライフネット生命とは

出口�治明
岩瀬�大輔
中田�華寿子　樋口�俊一郎
藤原�作弥　石倉�洋子　内田�和成
伊佐�誠次郎　伏見�泰治　増田�健一　河相�董
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（1） 私たちは、生命保険を原点に戻す。生命保険は生活者の「ころば
ぬ先の杖が欲しい」という希望から生れてきたもので、生命保険
会社という、制度が先にあったのではないという、原点に。

（2） 一人一人のお客さまの、利益と利便性を最優先させる。私たちも
お客さまも、同じ生活者であることを忘れない。

（3） 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
商品しか作らない、売らない。

（4） 顔の見える会社にする。経営情報も、商品情報も、職場も、すべて
ウェブサイトで公開する。

（5） 私たちの会社は、学歴フリー、年齢フリー、国籍フリーで人材を採
用する。そして子育てを重視する会社にしていく。働くひとがす
べての束縛からフリーであることが、ヒューマンな生命保険サー
ビスにつながると確信する。

（6） 私たちは、個人情報の保護をはじめとしてコンプライアンスを遵
守し、よき地球市民であることを誓う。あくまでも誠実に行動し、
倫理を大切にする。

（1） 初めてのひとが、私たちのウェブサイトを見れば理解できるよ
うな、簡単な商品構成とする。例えば、最初は、複雑な仕組みの

「特約」を捨て、「単品」のみにした。

（2） お客さまが、自分に合った商品を自分の判断で、納得して買える
ようにしたい。そのための情報はすべて開示する。例えば、私た
ちの最初の商品は、生命保険が生れた時代の商品のように、内容
がシンプルで、コストも安く作られている。そのかわり、配当や
解約返戻金や特約はない。保険料の支払いも月払いのみである。
このような保険の内容も、つつみ隠さず知ってもらう。

（3） すべて、「納得いくまで」、「腑に落ちるまで」説明できる体制を
ととのえていく。わからないことは、いつでも、コンタクトセン
ターへ。またウェブサイト上に、音声や動画などを使用して、わ
かりやすく、退屈させないで説明できる工夫も、十分にしていく。

（4） 私たちのウェブサイトは、生命保険購入のためのみに機能する
ものではなく、「生命保険がわかる」ウェブサイトとする。

（5） 生命保険は形のない商品である。だから「約款」（保険契約書）の
内容が商品内容である。普通のひとが読んで「むずかしい、わか
らない」では商品として重大な欠陥となる。誰でも読んで理解で
き、納得できる「約款」にする。私たちは、約款作成にこだわりを
持ち、全社員が意見をだしあって誠意をもって約款を作成した。

（6） 生命保険は、リスク管理のための金融商品である。その内容につ
いて、お客さまが冷静に合理的に判断できる情報の提供が不可
欠である。

（1） 私たちは生命保険料は、必要最小限以上、払うべきではないと考
える。このため、さまざまな工夫を行う。

（2） 私たちの生命保険商品は、私たち自身で作り私たちの手から、お
客さまに販売する。だからその分、保険料を安くできる。

（3） 保障金額を、過剰に高く設定しない。適正な金額とする。
 したがって、毎月の保険料そのものが割安となる。私たちのシ

ミュレーションモデルは、残された家族が働く前提で作られて
いる。「すべてのひとは、働くことが自然である」と考えるから。
そのために、いざという場合の保険金額も、従来の水準よりも低
く設定されている。

（4） 確かな備えを、適正な価格で。私たちの最初の商品は、シンプル
な内容の「単品」のみである。良い保険の商品とは、わかりやすく、
適正な価格で、いつでもフレンドリーなサービスがあり、支払
うときも、あやまりなく、スピーディーであるかが、問われると
考える。それゆえに、あれこれ約束ごとを含む、複雑な特約との
セット販売は行わない。

（5） 事務コストを抑える。そのために、紙の使用量を極力制限する。
インターネット経由で、契約内容を確かめられるようにする。

（6） 生命保険は、住宅の次に高い買物であると言われている。毎月の
少しずつの節約が、長い人生を通してみると大きな差になるこ
とを、実証したい。

（7） 生命保険料の支払いを少なくして、その分をお客さまの人生の
楽しみに使える時代にしたいと考える。

（1） 私たちの生命保険の商品は、インターネットで、24時間×週7日、
いつでもどこでも、申し込める。

（2） 印鑑は使わなくてもよくした。法令上必要な書類はお客さまに
郵送し、内容確認の上、サインして返送していただく。したがっ
て、銀行振替申込書以外、押印は不要となる。

（3） 満年齢方式を採用した。誕生日を起点に、一年中いつでも同じ保
険料で加入できるように。

（4） 私たちの商品の支払い事由は、死亡、高度障害、入院、手術のよう
に、明確に定められている。この定められた事由により、正確に誠
実に、遅滞なく支払いを実行する。手術の定義も、国の医療点数表
に合わせた。この定義の採用は、日本ではまだ少ない。わかりやす
くなり、「手術か、そうでないか」の議論の余地が少なくなる。なお、
従来の生命保険では、88項目の制限列挙方式が主だった。

（5） 私たちは「少ない書類で請求」と「一日でも早い支払い」を実現さ
せたい。そのために、保険金などの代理請求制度を、すべての商
品に付加した。また、お客さまからコンタクトセンターにお電話
いただければ、ただちに必要書類をお送りできる体制にした。そ
して、保険請求時の必要書類そのものを最小限に抑えた。このよ
うなことが可能になるのも、生命保険の原点に戻った、シンプル
な商品構成だからである。

このマニフェストを宣言で、
終らせません。
行動の指針とします。
私たちの出発を、見つめていてください。

THE MANIFESTO of LIFENET INSURANCE COMPANY

「生命保険はむずかしい」
そう言われる時代は、もう、終りにさせたい

私たちの行動指針 生命保険料を、安くする

生命保険を、もっと、わかりやすく

生命保険を、もっと、手軽で便利に
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ライフネット生命保険株式会社 

代表取締役社長 

出口
でぐち

 治
はる

明
あき

 

 

生年月日：1948年 4月 18日（64歳） 

出身：三重県 美杉村（現・津市） 

学歴：京都大学法学部（専攻：憲法）1972年卒 

 

ブログ http://www.lifenet-seimei.co.jp/deguchi_watch/index.html 

Twitter    http://twitter.com/p_hal 

Facebook   https://www.facebook.com/deguchiharuaki 

 

1972年 日本生命保険相互会社 入社 

1981年 日本興業銀行出向 

1988年 生命保険協会財務企画専門委員会を設立、初代委員長に就任。金融制度改革、保険

業法の改定に取り組む 

1992年 ロンドン事務所長、ロンドン現地法人社長、北欧政府やバルセロナ、コペンハーゲンと

いった欧州の大都市に融資を行う 

1995年 国際業務部長 就任、中国における生命保険事業の認可申請などを手掛ける 

2005年 東京大学総長室アドバイザー（非常勤） 

2006年 あすかアセットマネジメントリミテッド顧問 就任 

2006年 生命保険準備会社ネットライフ企画株式会社を設立、代表取締役社長に就任 

2007年 早稲田大学大学院講師（非常勤） 

2008年 ライフネット生命保険株式会社（旧商号ネットライフ企画）が生命保険業免許を取得、ラ

イフネット生命保険株式会社 代表取締役社長に就任 

2010年 慶應義塾大学講師（非常勤） 

2012年 ライフネット生命保険株式会社が東証マザーズに上場 

 

 

著書に『直球勝負の会社』（ダイヤモンド社）、『生命保険入門 新版』（岩波書店）、『仕事は“6勝 4

敗"でいい「最強の会社員」の行動原則 50』（朝日新聞出版）、『百年たっても後悔しない仕事のや

り方』（ダイヤモンド社）、『生命保険はだれのものか』（ダイヤモンド社）、『常識破りの思考法』（日

本能率協会マネジメントセンター）、『「思考軸」をつくれ』（英治出版）、『金融業と人口オーナス経

済』（共著、日本評論社）、『生命保険新実務講座』（共著、有斐閣）、『変貌する生命保険』（共著、

金融財政事情研究会）、『南スペイン・アンダルシアの風景』（共著、丸善）、『新資源大国を創る』

（共著、時事通信社）、『地域金融と地域づくり』（共著、ぎょうせい）など。 

http://www.lifenet-seimei.co.jp/deguchi_watch/index.html
http://twitter.com/p_hal
https://www.facebook.com/deguchiharuaki
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Biography 
N O M U R A  G L O B A L  E C O N O M I C S   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
木下 智夫 
チーフエコノミスト、マネージング・ディレクター 
 

木下智夫は、野村證券のチーフエコノミストとして、東京において、日本経済をはじめとする内外の経

済・金融情勢の調査に携わっています。15 年にわたるアジア経済調査の経験を生かした、パン・アジ

ア的な視点からの経済分析を強みとしています。アジア現地での調査は、香港で 5 年半、シンガポー

ルで 5 年に達しましたが、その調査範囲は、中国から、インド、香港、韓国、台湾、ASEAN6 ヶ国にお

よび、この過程で培ったアジア各国の政策当局者（中央銀行や財務省、貿易・投資関連省庁）などと

の人脈を生かし、金融・財政政策、産業構造、政治、企業活動など様々な視点から経済分析を行って

います。 

経済予測の精度には定評があり、グローバル危機が顕在化していない 08 年初めの段階において、

09 年のアジア経済の成長率が低下するとの予測をしていました。一方、09 年秋には、中国が今後、

人民元の国際化を目指す過程で日本が 80 年代に経験したのと同様の金融自由化のプロセスに入る

とのレポートを発表し、中国における中期的な資産インフレの可能性を指摘しました。CNBC アジアや

ブルームバーグテレビ、その他日米欧中のメディアを通じても積極的に意見を発信しています。 

木下智夫は、87 年に野村総合研究所に入社して以来、継続的に調査研究活動を行ってきました。90

～93 年、96～97 年には、野村総合研究所アメリカのワシントン支店において、米国の政治および金

融・経済・貿易・財政政策に関する調査にあたりました。93 年からの 3 年間は同研究所を休職し、米

国のノースウェスタン大学経済学部大学院に就学し、経済学修士号を取得しました。その間の 95 年

には、世界銀行（国際復興開発銀行）のワシントン本部にて、金融セクター開発局のコンサルタントと

して勤務しました。 

97 年より東京でアジア経済の調査を開始しました。00 年からはアジア経済研究室長として、アジア経

済全域を担当しましたが、02 年に野村総合研究所シンガポールに異動し、ASEAN に重点を置いた調

査を行いました。04 年には野村證券に転籍し、野村シンガポール（野村證券の現地子会社）における

アジア経済調査責任者となり、05 年には野村のアジア担当チーフエコノミストに任命されました。07

年には野村香港に異動し、中国担当エコノミストを兼ねたアジア担当チーフエコノミストに就任しました。

旧リーマンブラザーズのアジア部門との統合により、09 年初めからアジア経済調査デピュティ・ヘッド

に就任しましたが、12 年夏より現職に就いています。 
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