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明治安田生命保険相互会社 

 

 

ワルタ社（ポーランドの保険会社）の株式取得に関するお知らせ 

 

 

明治安田生命保険相互会社（本社 日本・東京、代表執行役社長 松尾 憲治）は、Talanx AG

（本社 ドイツ・ハノーファー、取締役会会長兼 CEO Herbert K . Haas、以下“タランクス社”）

の子会社である Talanx International AG（以下“ティント社”）から、昨日、ポーランドの大手

保険グループ Warta Group（本社 ポーランド・ワルシャワ、以下“ワルタ社”）の株式を 30％取

得いたしました。 

 

今回の株式取得は、当社とティント社両社による、4 月の EU 競争法当局からの認可取得、5

月のポーランド金融当局からの認可取得を経て、ティント社が 7 月 1 日にベルギーの金融グルー

プ KBC Group NV（本社 ベルギー・ブリュッセル）からワルタ社の株式 100％を取得し、その

うち 30％の株式を当社が取得することにより、完了いたしました。 

 

当社とタランクス社は 2010 年 11 月に、資本および業務提携からなる戦略的提携契約を締結

しており、今回のワルタ社株式の取得は、6 月に公表したポーランドの Europa Group（本社 ポ

ーランド・ヴロツワフ、以下“オイロパ社”）の共同買収に続き両社がめざすグローバルな共同保

険事業展開の第二弾となります。 

 

今回の株式取得に伴い、当社はワルタ社（傘下の生命保険会社を含む）に非常勤役員を 1 名派

遣し、当社の関連会社（持分法適用会社）として、タランクス社、ティント社とともにワルタ社

の経営に参画いたします。 

 

ワルタ社は 1920 年に設立され、ポーランドにおいて生命保険および損害保険の両事業を展開

している大手保険グループ（生保 3 位・損保 3 位・合計 2 位）で、ポーランド全土にわたる代理

店網など幅広い販売チャネルをもつとともに、高いブランド力と強固な事業基盤を有しています。 

 

今後当社は、ワルタ社および金融機関窓口販売を強みとしているオイロパ社のそれぞれの特色

を活かした経営をタランクス社、ティント社とともに推進し、ポーランドで全体としては第 2 位と

なる保険グループのいっそうの発展をめざしてまいります。 

 

 

以 上 

 



 [参考資料] 

１．明治安田生命保険相互会社の概要 

会社名 明治安田生命保険相互会社 

設立 1881 年（明治 14 年）7 月 9 日 

本社所在地 東京都千代田区 

代表者 取締役会長 代表執行役 関口 憲一 

取締役 代表執行役社長 松尾 憲治 

主要指標 収入保険料 5 兆 1,840 億円 

（2011 年度） 当期純剰余 1,720 億円 

 総資産 29 兆 6,641 億円 

 

２－１．Talanx AG の概要 

会社名 Talanx AG 

設立・沿革 1903 年 鉄鋼事業者向け相互保険組合として設立 

1991 年 生保事業に進出（HDI Lebensversicherung 設立） 

1996 年 相互保険会社傘下に中核となる持株会社（株式会社）を設立 

（のちに Talanx AG と改称） 

2006 年 Gerling グループ各社を買収・統合 

現在はタランクス・グループ全体で 150 ヵ国にて事業を展開 

本社所在地 ドイツ・ハノーファー 

代表者 取締役会会長兼 CEO Herbert K. Haas（ヘルベルト Ｋ ハアス） 

主要指標 収入保険料 23,682 百万ユーロ（約 2 兆 3,850 億円） 

（2011 年） 税引後利益 897 百万ユーロ（約 903 億円） 

 総資産 115,268 百万ユーロ（約 11 兆 6,086 億円） 

格付 S&P: A+ 安定的（Talanx Primary Insurance Group の財務力格付） 

＜１ユーロ=100.71 円（2011 年 12 月末レート）で換算＞ 

２－２．Talanx International AG の概要 

会社名 Talanx International AG 

本社所在地 ドイツ・ハノーファー 

代表者 取締役会会長兼 CEO Torsten Leue（トルステン・ロイエ） 

主要指標 収入保険料 2,482 百万ユーロ（約 2,499 億円） 

（2011 年） 

 

税引後利益 37 百万ユーロ（約 37 億円） 

総資産 6,670 百万ユーロ（約 6,717 億円） 

主要海外拠点 2011 年 1 月に HDI-Gerling International から現社名へ改称。中南米や

中東欧を中心に世界 15 ヵ国で事業を展開 

＜１ユーロ=100.71 円（2011 年 12 月末レート）で換算＞ 



３．Warta Group の概要 

会社名 TUiR Warta S.A.（損保）/TUnZ Warta S.A.（生保） 

設立・沿革 1920 年 国営企業として設立 

（1933 年以降、段階的に民間へ株式売却） 

1995 年 ワルシャワ証券取引所に上場 

1999 年 Kulczyk Holding S.A.が 70%を取得 

2000 年 KBC グループが 40%を取得 

2006 年 KBC グループが 100%を取得 

・KBC グループ傘下の金融会社および代理店を基幹チャネルとして事業

を展開 

・ポーランド保険市場において、グループ全体で第 2 位 

（2011 年収入保険料、ポーランド法定会計ベース） 

本社所在地 ポーランド・ワルシャワ 

主要指標（※） 収入保険料 4,768 百万ズロチ（約 1,087 億円） 

（2011 年） 税引後利益 139 百万ズロチ（約 32 億円） 

 総資産 7,285 百万ズロチ（約 1,661 億円） 

（※）ポーランド法定会計ベース、生損保合算数値 

＜１ズロチ=22.8 円（2011 年 12 月末レート）で換算＞ 

 


