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2015年、メットライフは、今まで以上に大きな価値をすべてのステ
ークホルダーの皆様にお届けする会社になるという点において、重
要な進歩を遂げました。

しました。このファイナンシャル・インクルージョンの活動に対し
て、MetLife Foundationは、さらに3,000万ドルの助成金を拠出しまし
た。
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事業経営においては、企業戦略の次なるフェーズとして
「Accelerating Value」を導入しました。

メットライフの社員は、世界各地で延べ7万2,000時間以上にわたり
ボランティア活動に従事しました。 ハビタット・フォー・ヒューマ
ニティ と協力して住宅の建設を手伝ったり、 カブーム！ を支援して
子供のための遊び場を作ったり、あるいは「LifeChanger」プログラ
ムのメンターとして青少年に仕事や金銭管理についての知識を教え
たりしました。
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この戦略を実行するには、事業のあらゆる部分を、お客さま、競合
他社、そして現金保有高という3つのレンズを通して眺める必要があ
ります。これにより、お客さまにとって真に差別化された価値提案
をもたらし、明らかな競争力を持てる事業分野に資本を投入できる
ようになります。また、株主の皆様の現金収益を持続可能なかたち
で拡大することにもつながります。

コミュニティ開発や住宅供給プロジェクトへの投資は16億ドルに達
し、インフラ開発プロジェクトへの投資は78億ドルとなりました。

これらの見直しと全体的な規制環境の評価を行った結果、弊社は今
年初め、米国の個人向け事業の大部分を分離し、米国のエージェン
シー・チャネルをマスミューチュアルに売却することを決定しまし
た。これらの行動が、今後のメットライフに大きなメリットをもた
らすと考えています。

すばらしい職場の創造：ダイバーシティとインクルージョンが会社
の文化にどれだけ浸透しているかを測定するため、新しくインクル
ージョン指標を策定しました。また、社員がキャリア開発の計画を
立て、機会を見つけられるようにするため、グローバルな等級制度
を新しく確立して、世界各国の職務を標準化しました。

こうした事業最適化と再構成を背景に、良き企業市民として責任を
果たし、世界にポジティブな影響をもたらすため、弊社は重要なス
テップを取りました。これには次のようなものがあります。

このほか 、『コーポレート・レスポンシビリティ』誌が選ぶ「ベス
ト・コーポレート・シチズン100社」に初めて選出されました。この
ランキングは、気候変動、社員待遇、環境、財務、ガバナンス、人
権および慈善活動、コミュニティ支援の7つのカテゴリーにわたる企
業の実績に基づいて決定されます。

環境の保護：2016年末までにカーボン・ニュートラルな事業経営を
達成するという野心的な目標を打ち出しました。また、2020年まで
に他のいくつかの新しい環境目標も達成することを約束しました。
弊社のコミットメントの重要性は、米国環境保護庁（EPA）から評価
され、 「クライメート・リーダーシップ賞」 の温室効果ガス排出管
理目標設定部門で優秀賞を受賞しました。
同時に、再生可能エネルギー開発プロジェクトやエネルギー効率の
高い建物に新規投資したことにより、環境投資のポートフォリオ総
額は97億ドルに拡大しました。
豊かなコミュニティの構築：世界中の低所得層の人々に金銭管理の
知識と金融サービスを浸透させるという目標に向けて、さらに前進

メットライフは、財務業績だけでなく、環境、社会、ガバナンスの
実績においても、いっそう野心的な目標を常に設定していくことに
誇りを抱いています。そうすることにより、すべてのステークホル
ダーにとって、よりサステナブルな未来を築いてまいります。

スティーブン A. カンダリアン
会長・社長兼最高経営責任者
MetLife, Inc.

メットライフについて

メットライフのGlobal Impact目標

www.metlifeglobalimpact.com

1868年に設立されたメットライフは、世界各地で生命保険、年金、従業員福利厚
生、資産運用サービスを提供しています。40か国以上で事業を展開し、米国、日
本、ラテンアメリカ、アジア、ヨーロッパ、中東の各市場でマーケットリーダーと
しての地位を築いています。

globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166

メットライフの社会的責任の取り組みについて詳しい情報をご覧ください。ま
た、弊社の報告についてのご意見やご感想もぜひお聞かせください。2 0 1 5 年
Global Impact報告書、グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）指標、
その他の情報は、メットライフのGlobal Impactウェブサイトに掲載されています。
www.metlifeglobalimpact.com

特に記載のない限り、ここに記載された情報
はすべて2015年12月31日現在のものです。

2015年、メットライフは、社員、お客さま、サプライヤ、コミュニティ、そして環境にかかわる目標を設定しました。今後、こ
れらの目標に向けた進捗状況を随時報告することで、グローバルな社会貢献の約束を果たし続けていく所存です。

MetLife Foundationの目標
• より良い暮らしを実現するために必要な質の高い金融サービスを世界中でもっと多くの人が利用できるようにするため、
（2013

年以降）5年間にわたって2億ドルを拠出する。

サプライヤの多様性に関する目標

受賞と評価（一部のみを抜粋）

•

多様性のあるサプライヤとの取引を、2020年まで毎年10％のペースで増加させる。

•

すべての調達活動に多様性のあるサプライヤが含まれるよう努力する。

•

多様性のあるサプライヤのためのメンター制度を導入し、その制度を2020年までに15％拡大する。

環境に関する目標

世界で最も賞賛され
る企業

女性エグゼクティブが活躍
する企業50社

Fortune magazine

National Association for
Female Executives

企業平等指数（Corporate Equality
Index）— LGBT（レズビアン、ゲイ、
バイセクシャル、トランスジェンダー
などの性的少数者）が働きやすい職場
Human Rights Campaign

•

2016年中にカーボン・ニュートラルを達成する。

•

2020年までに世界各地の事業所のエネルギー使用量を10％削減する（2012年比）。

•

2020年までにロケーションベースの二酸化炭素排出量を10％削減する（2012年比）。

•

2020年までにメットライフの主要サプライヤ100社に対して温室効果ガス排出量とその削減努力の情報開示を求める。

お客さまに関する目標
• ネットプロモータースコア（NPS）と顧客維持率を継続的に改善することにより、お客さま忠誠度の向上を実証する。

社員に関する目標
2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

米国と世界のグリーンカンパニー・
ランキング上位20社

現役・退役軍人の活
用に積極的な企業

2016年企業・団体クライメート・
リーダーシップ賞

Newsweek

G.I. Jobs Magazine

EPA center for Corporate Climate
Leadership

•

全社的に一貫した健康重視の企業文化を醸成し、各国でウェルネス制度を導入する。

•

すべての社員が健康のことを考えるような環境を作るとともに、各地の状況に合った効果的なプランや制度を提供する。

•

 ンクルージョンの文化を確立し、社内のダイバーシティ・ビジネス・リソース・ネットワーク（DBRN）にすべての社員が積
イ
極的にかかわり、参加できるようにする。

リスク管理と倫理に関する目標
•

する。

•
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すべての社員に「3つの防衛線」と題したリスク管理研修を受けるよう奨励することで、徹底したリスク管理の企業文化を確立
承認済みのリスク・アペタイト・ステートメントに則ってリスクを管理する。
メットライフのGlobal Impact目標

2 3

環境、社会、ガバナンスのリスクと機会への対応

メットライフでは、競争力のあるリスク調整後リターンが見込める資産に投資して、お客さまへの約束を果たせるようにしています。こうし
た投資を選んで確実に管理するうえで、リスク評価は、デューデリジェンス・プロセスの欠かせない一部となっています。
メットライフでは、投資ポートフォリオ全体にわたって厳格なリスク管理を徹底し、それぞれの投資に伴うリスクとメリットを慎重に評価し
ています。そのリスクには、環境、社会、経済、ガバナンスに関するリスクが含まれます。

メットライフは、世の中のトレンドを把握し、ポートフォリオを積極的
に管理し、常にリスクを管理することで、投資資産の健全なスチュワー
ドシップを維持しています。
メットライフの販売する商品は、30年以上にわたる責任を伴うこともあります。その債務に見合うよう資産を注意深
く管理していくことで、世界中の何百万人というお客さまとの約束を、これからもずっと果たし続けていくことがで
きるようになります。

4.8% 3.8% 2.7% 2.2%

メットライフのグローバルな
分散ポートフォリオ

価値の創造、未来への投資
主な実績：

地方債への投資159億ドル：行政によるインフラ、教育、公衆衛生、住宅供給の取り組みを
支援しています。*

33.5%

10.8%

メットライフの投資ポートフォリオには有価証券と非公開で発行される資産が
含まれ、メットライフの全世界の事業における債務構成を反映した資産配分と
なっています。ポートフォリオは、相対価値のほか、経済や金融市場に対する
独自の見通しによって変化します。弊社が常に重視しているのは、適切な分散
度と資産の質です。

13.3%

環境への投資97億ドル：37か所の風力・太陽光発電所、48か所のLEED認証物件に出資し、
また再生可能エネルギー開発プロジェクトに30億ドルの投資を行っています。

運用資産4,656億ドル*

14.1%

14.8%

*2015年12月31日現在。GAAPに準拠しない財務情報、定義、調整情報については、
16ページの「法律上の開示事項」をご覧ください。

インフラへの投資78億ドル：空港、道路、港湾、パイプライン、通信網、発電所などの欠か
せないサービスを提供しています。
コミュニティ開発と住宅供給事業への投資16億ドル：住宅供給や公共施設開発のプロジェク
ト、そのほか低所得層を支援する案件に投資し、目に見える重要なメリットをもたらしてい
ます。

1,558億ドル 688億ドル

658億ドル

617億ドル

505億ドル

221億ドル

176億ドル

129億ドル

104億ドル

投資適格社債

ストラクチャー
ドファイナンス

米国債・政府機
関債

外国政府国債

現金および短期
投資

低格付社債

投資用不動産

株式

抵当貸付

* 2015年12月31日現在、メットライフは、ワシントンDCおよび米国47州の425の非営利自治体公社に投資しています。過去10年間でメットライフの地
方債への投資額は300％以上増加しました。
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価値の創造、未来への投資
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「3つの防衛線」モデル
2015年、弊社では、全社員に必須のリスク管理トレーニングコースとして「3つの防衛線」を導入しました。インタラクティブなモジュール
を使って様々な防衛線について学び、メットライフのリスク管理において社員が具体的にどのような役割を果たすかを理解するためのコース
です。今日までに社員の98％がこのコースを修了しました。

第1の防衛線

主な実績：

第3の防衛線

事業部門のリーダー

メットライフの
シニアマネジメント

ガバナンス

事業部門、業務機能

リスク管理、企業倫理＆コンプライアンス、ITリ
スク＆セキュリティ

エンタープライズ内部監査

主な行動責任と説明責任
リスクの特定、評価、低減

倫理と誠実に裏打ちされた経営

第2の防衛線

事業部門の監督と助言の提供、総合的なリスクの
モニタリング、第1の防衛線の統制

独立した立場からの保証、独立的・客観的な意
見の提供

メットライフは、最高水準の倫理を貫き、お客さまやコミュニティ
から信頼されるパートナーとして行動します。
倫理、誠実、リスク管理に裏打ちされたメットライフの企業文化は、会社の隅々にまで浸透しています。これ
は、あらゆるレベル、あらゆる部門の社員が責任を負うことを意味します。また弊社は、倫理とリスク管理の
慣行を常に評価して向上させることで、会社の戦略に整合させています。このアプローチの結果として、お客
さまは自らリスクを取らなくともメットライフに安心して任せることができるのです。

リスク委員会の拡大：リスク報告とストレステストのプロセスを向上させま
した。
グローバル倫理評価の開始：倫理的な企業文化を確実に浸透させる取り組み
の一環として評価を進めています。
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エンタープライズ・リスク・マネジメント
（ERM）ツールの向上
メットライフは2015年、リスク管理フレームワーク
に一連の改良を加えました。全社的なリスク・アペタ
イト・ステートメントに加え、主要地域（南北アメリ
カ、アジア、ヨーロッパ・中東・アフリカ）のそれぞ
れに対するリスク・アペタイト・ステートメントも導
入しました。さらに、地域レベル、各国レベルのリス
ク委員会とリスク報告を拡大して、ベストプラクテ
ィスを実現するとともに、厳格になりつつある規制環
境にも複数の国と地域で対応しました。また、ストレ
ステストのプロセスも拡大して、GAAP資本、法定資
本、経済資本など複数のレンズを通した資本評価も導
入しました。

2015年グローバル倫理評価

メットライフは、倫理の文化を創造し継承していく
ために努力しています。この方針をサポートするた
め、2015年にグローバル倫理評価を実施しました。
現在、この評価結果に対応するための行動計画を策
定中です。この行動計画を2016年に全世界の事業拠
点で実践し、2017年後半にフォローアップ調査を行
って行動計画の有効性を測定する予定です。

倫理と誠実に裏打ちされた経営

6 7

アクセスの向上

メットライフは、商品とサービスの設計や販売方法を常に革新して
います。弊社が目指しているのは、これまで質の高い金融サービス
を利用できずにきた人たちに商品とサービスをお届けすることで
す。例えば、次のような実績を挙げています。
•	「Educare」：アジアで投入した新しい養育プラン：「Educare」
は、これまでにない貯蓄プランです。お子さまが誕生した時から大
学卒業までのあらゆる成長過程で、保護者のお客さまをサポートし
ていきます。
•	「Met99」：自由度の高いメキシコの低価格保険：「Met99」は、
メキシコの下位中間所得層を主な対象としてファイナンシャル・イ
ンクルージョンを推進する生命保険です。
•	エジプトで銀行との新しいパートナーシップ：メットライフアリコ
とALEXBANKは、エジプトに170支店を有する同銀行のネットワー
クを通じて160万人のお客さまに総合的な保険商品を提供する戦略
提携を交わしました。

お客さま中心主義
主な実績：

米国のコールセンターが目標を上回る実績：初回通話での問題解決率、お客さま満足度、ト
ランザクショナルNPS（ネットプロモータースコア）などの指標で弊社史上最高値を達成し
ました。
技術およびオペレーションへの投資額が最大3億ドル：差別化されたお客さま体験の実現を
目標に、業務基盤を近代化し、高度な先進機能を開発しています。
「MyDirect」を導入：自動車保険への加入と保障の管理を簡単にする完全にデジタルのプ
ロセスを初めて導入しました。
MAXISグローバル・ベネフィッツ・ネットワーク（GBN）を強化：アクサとの合弁事業であ
るMAXIS GBNは、110か国以上のお客さまに従業員福利厚生のソリューションを提供してい
ます。
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リレーションシップNPSのスコア：

35%向上

2014年
から
2015年
にかけて

メットライフは、個々のトランザクションの
NPS（ネットプロモータースコア）だけでな
く、お客さまとの全体的な関係を理解し向上さ
せることを目指しています。米国の保険会社の
リレーションシップNPSを調べたSatmetrixの報
告書によると、メットライフのスコアは2014
年から2015年にかけて35％向上しました。*
*出典：Satmetrix、2016年米国生命保険会社のベンチマーク

お客さまにとって最高の体験を創造し、維持することが、メットラ
イフの最優先目標です。

メットライフは、お客さまのニーズに真剣に耳を傾け、利用しやすい商品と総合的なサポートを提供するた
め、不断の努力を続けています。プロセスを標準化してシンプルにする技術への投資から、画期的な商品開発
まで、最高のお客さま体験をお届けするための努力を惜しみません。

イノベーションの文化を構築する「ルーメンラボ」
2015年に開設されたメットライフの「ルーメンラボ」は、イノベー
ション分野の専門家によって運営されている、これまでに例のない
イノベーション・センターです。健康管理、財産管理、エイジング
といった領域でアジアのお客さまが抱えているニーズをとらえた新
規事業の開発を推進し、そのサポートを提供しています。
2015年にはこのルーメンラボが、アジア各地で15回以上にわたり
ワークショップや集中イベントを開催しました。各国のチームが持
ち寄ったお客さまについての情報とルーメンラボのイノベーター
が提案する有機的なアイデアを組み合わせることで多数の事業アイ
デアが開発され、それらが現在、「試験＆学習」と呼ばれるパイロ
ット・プロセスで試されています。例えば、健康管理についての知
識をクイズ形式で学習するゲーミフィケーション型の啓蒙アプリ
「BerryQ」、世代を超えて体系的に体験を語り継いでいくためのプ
ラットフォーム「Rememory」、様々な保険商品に透明性をもたら
し啓蒙教育をサポートするオンライン保険ツールの「Misir」などが
あります。2016年には、マレーシア、ベトナム、日本、中国、イン
ド、シンガポールで、さらに集中イベントを開催する計画です。

お客さま中心主義

8 9

組織健全性指標の目標
意欲を高めるリーダーシップ：ポジティブなチーム環境を作り、誠実で透明、かつ
オープンな対話を通じて、共通のビジョンを達成するため、社員をサポートし、ま
た社員を刺激していきます。
積極性のある人材：優秀かつやる気に満ちた社員を開発し、明確な目標意識と優れ
た成果への努力を重視するとともに、その過程で個人的成長の機会も得られるよう
にします。
お客さま中心主義：あらゆる方面からの発想を結集して最高の商品とサービスを提
供し、お客さまにとって取引しやすい会社になります。

メットライフは、社員が積極的に参加し、意欲やインスピレーショ
ンを感じられる職場を作るために努力しています。
すばらしい職場の創造
主な実績：

組織健全性指標調査に社員4万人が回答：優先課題領域で大きく進歩したことを示す結果が
報告されました。
「ウェルネス・フォー・ライフ」を導入：メットライフ初のグローバルなウェルネス・プロ
グラムを立ち上げました。
インクルージョン指標を導入：ダイバーシティ＆インクルージョンが職場の文化にどれだけ
浸透しているかを測定しています。
多様性のあるビジネスパートナー700社以上と取引：女性やマイノリティなどの経営する企
業との取引がサプライヤ支出の10.2％を占めました。
グローバルな等級制度を確立：社員にとってキャリア成長の機会が模索しやすくなり、また
効果的に人材管理できるようにするための制度です。

メットライフ2015年Global Impact報告書概要

個人個人が持っているユニークな能力や才能を開花させられるよう幅広い機会を提供しており、それがお客さ
ま中心主義の商品を導き、事業の成功へとつながります。全員が目標から目を逸らさず前進していくことで、
真にグローバルなOne MetLifeが実現します。

組織健全性指標の測定

メットライフは、組織健全性指標調査を実施して、ツールやプロセ
ス、行動を進化させ、会社のビジョン、戦略、バリューと整合させる
のに役立てています。

ダイバーシティ＆インクルージョンの文化の継続

メットライフにとって、ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）
へのコミットメントは、事業の成功において欠かせない要因です。才
能あふれる多様な社員は、新しい視点、戦略的な思考、革新的な問題
解決をもたらします。その結果として、グローバルな市場を理解し、
お客さまと強力な関係を構築し、生活と仕事の場である地域社会にお
いて絆を形成していけるようになるのです。
2015年、メットライフは、ダイバーシティ＆インクルージョンの取
り組みが全社的にどのように進展しているかを理解するため、組織健
全性指標調査の結果を基にインクルージョン指標を策定しました。ま
た、2015年6月にはメットライフの社員が、年中行事となった「イン
クルージョン・ウィーク」の第2回目を祝福しました。この年のキャ
ンペーンでは、カルチュラル・フルーエンシー、すなわち良し悪しを
あえて判断せず、文化的な前提を理解する能力に焦点を当てました。

サプライヤの多様性を促進

メットライフは、多様なビジネスパートナーがもたらす革新性や敏捷
性から多大な恩恵を受けています。これは、多様な社員がもたらす恩
恵と多くの点で類似しています。2003年の導入以来、高い定評を築
いてきた弊社のサプライヤ多様性プログラムは、事業戦略の欠かせな
い一部です。多様なサプライヤとの関係を構築しつつ、経済成長と雇
用創出を通してコミュニティに活力をもたらしています。
今後、メットライフではこのプログラムを世界各地に拡大し、サプラ
イヤの多様性を推進する世界各地の組織との関係を強化して、画期的
なビジネスソリューションを提供していながら注目を受けることの少
ない企業とパートナー関係を築いていく予定です。
また、メットライフは、世界の経済開発において女性事業主が非常に
大きな役割を果たすことを認識しています。このため、世界各地の事
業展開地域で、女性が所有する企業との取引を拡大するための活動を
重視しています。

すばらしい職場の創造
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メットライフは、人生の「もっと」をかなえるために誰もが適切な金融ツールを必要としているという、シンプルかつパワフルな発想に基づ
いて設立されました。1976年以来、MetLife Foundationは、7億ドル以上を超える基金を投じて個人、家族、地域社会に貢献してきました。
2013年、MetLife Foundationは、5年間にわたって2億ドルを拠出して、低所得層の人々とその家族が金融セクターを利用し、その恩恵を最大
限に享受できるよう支援すると発表しました。その5か年の戦略計画はすでに後半に入りましたが、これまでに1億ドル以上を拠出して、目標
を確実に達成できるペースで前進しています。
また、MetLife Foundationは、医療・医学研究、芸術文化振興、災害救援、ボランティア活動など、世界中のコミュニティにポジティブなイン
パクトをもたらす様々な助成活動に携わっています。

1976年以来、METLIFE FOUNDATIONは、世界各地の社会貢献活
動に7億ドル以上の助成金を拠出してきました。
MetLife Foundationの使命は、世界中の低所得層の人々の経済状況を改善することです。そのため、質の高い金融サービスについてのアドバイ
スとアクセスを提供している実効力のある組織とパートナー関係を結んでいます。発展途上国と先進国の両方で活動を展開し、金融サービス
がすべての人に理解され利用されるようにすることで、生活を管理し向上させるための力をもたらしています。

MetLife Foundationの社会貢献

ナレッジ
主な実績：

寄付総額4,900万ドル：メットライフおよびMetLife Foundationによる寄付とサポートは、フ
ァイナンシャル・インクルージョン、医療・医学研究、災害救援、芸術文化振興、社員のボ
ランティア参加など多岐にわたっています。

金融サービスを利用する
お客さまのために

• 確実な情報に基づいて、
自信を持って将来のお
金についての決定を
下せるようになる

• 金融業界のサー

金融サービスを利用する
お客さまのために

• 現在と将来の金銭的なニーズ
を満たす優良な金融機関を
利用できるようになる

• 経済力とその管理能力を
構築するのに役立つ
商品とサービスにア
クセスし、活用でき
るようになる

ビス要件を満た
せるようになる

社員のボランティア時間数 7 万2 , 0 0 0 時間以上： ボ ラ ン テ ィ ア お よ び メ ン タ ー 制 度 の
「LifeChanger」に12か国で600人以上が参加するなど、社員が積極的にボランティア活動に
従事しています。
ファイナンシャル・インクルージョンへの助成金1億ドル以上：2017年までに2億ドルの拠
出を約束した5か年計画が中間点を超えました。

サービス

インサイト
ファイナンシャル・インクルージョンの推進組織のために

• 質の高いリサーチや先駆的な考え方に触れることで、互
いに学び合えるようになる

• 会議やカンファレンスでベストプラクティスを共有した
り、業界の優先課題を特定したりすることで、互い
の努力をサポートし合えるようになる
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MetLife Foundationの社会貢献
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2015年は、メットライフにとって非常に重要な年となりました。野心的な環境目標の発表と重要な成果がありました。特に、サステナビリテ
ィ・プログラムを拡大して、次のことを実践して真にグローバルなプログラムを実現しました。
• 初のグローバルな環境目標を設定しました。
• 「Our Green Impact」というプログラムを立ち上げ、世界中の社員を取り込むための活動を開始しました。
• 環境配慮型の建物の数を世界各地で増やしました。
• サプライチェーンのサステナビリティに参加するサプライヤの数を今まで以上に増やしました。

メットライフは、今の環境を向上させ、未来の世代のために健やか
な地球を残すことを目指しています。
この目標を達成するため、メットライフでは、環境への影響を最小限に抑える方策として、二酸化炭素排出削
減、エネルギー効率化、ゴミ排出削減、リサイクルと再使用といったプログラム、および環境問題や健康的な
ライフスタイルに関する社員の取り組みを奨励するプログラムなどを実施しています。

環境の保護
主な実績：

米国の保険会社として初めてカーボン・ニュートラル目標を宣言：グローバルな環境目標を
打ち出し、エネルギー使用量と温室効果ガス排出量を2020年までに10％削減すると約束し
ました。

メットライフのグローバルな環境目標：

カーボン・
ニュートラル：0

全世界でのエネルギー
使用量：－10%

メットライフは、2016年までにカーボン・ニュートラルを達成し、
それ以降もカーボン・ニュートラルを維持していきます。このため
に、世界各地の事業所でエネルギー効率化の方策を継続的に導入し、
コラボレーション技術の使用を拡大して社員の出張を削減します。

メットライフは、2020年までに世界各地の事業所のエネルギー使用量
を10％削減します（2012年比）。

ロケーションベースの
二酸化炭素排出量：
－10%

主要サプライヤの
情報開示：100

米国環境保護庁（EPA）より表彰：「クライメート・リーダーシップ賞」の温室効果ガス排
出管理目標設定部門で優秀賞を受賞しました。

メットライフは、2020年までに主要サプライヤ100社に対して温室効
果ガス排出量とその削減努力の情報開示を求めます。

メットライフは、2020年までにロケーションベースの二酸化炭素排
出量を10％削減します（2012年比）。
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環境の保護
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法律上の開示事項
将来の見込みに関する記述についての注釈
この資料には、1995年私募証券訴訟改革法の語義における将来の見込みに関する記述が含まれ
ている、または参照によって統合されている場合があります。将来の見込みに関する記述は、
将来の出来事についての期待や予測を述べるものです。こうした記述は、過去の事実や現在の
事実に厳密に関係していないという事実によって特定することができます。こうした記述は、
「予期する」、「見積もる」、「期待する」、「推定する」、「意図する」、「計画する」、
「信じる」のほか類似した語義の他の文言を使用して表現されるか、もしくは将来の事業や将
来の業績の議論に結び付けられて説明されています。これには特に、将来の行動、予期される
サービスや商品、現行のまたは予期されるサービス、商品、営業活動、経費の将来の業績や結
果、さらには法的手続きをはじめとする不測の事態の結果、事業運営および業績のトレンドに
関係する記述が含まれます。
将来の見込みに関する記述は、一部または全部が不正確になる可能性があります。将来の見込
みに関する記述は、不正確な前提や既知または未知のリスクや不確定要因によって影響される
ことがあります。こうした要因の多くは、MetLife, Inc.とその子会社および関連会社の実際の将
来の業績を決定する際に重要です。将来の見込みに関する記述は、現在の期待と現在の経済環
境に基づいており、予測の困難な多数のリスクと不確定要因を含んでいます。将来の見込みに
関する記述は、将来の業績を保証するものではありません。実際の結果は、将来の見込みに関
する記述で表現または示唆された内容とは著しく異なる可能性があります。こうした差異を招
き得るリスク、不確定要因、その他の要因には、MetLife, Inc.が米国証券取引委員会に対して提
出する情報で特定されているリスク、不確定要因、その他の要因が含まれます。その要因は、
以下のとおりです。（1）世界の資本市場の困難な状況。（2）世界の資本市場および信用市場
のボラティリティの増大および混乱。これは、メットライフが流動性のニーズを満たし、信用
機関を通じて資本にアクセスし、手数料収入および市場関連売上高を計上し、法定準備金を調
達する能力に影響する可能性があります。また、その場合、メットライフは、追加担保を入れ
るか当該資産の価値減少に関連する支払いを行う必要性に迫られる可能性があります。この資
産には、キャプティブ再保険会社に譲渡したリスクをサポートする資産、またはそのリスクに
関連したヘッジの仕組みが含まれます。（3）世界の金融市場および資本市場のリスクへのエク
スポージャー。これには、ヨーロッパの混乱および1国または複数国によるユーロ圏からの離脱
の結果として生じるリスクが含まれます。（4）包括的な金融サービス規制改革が弊社にもたら
す影響。これには、システム上重要なノンバンク金融機関へのMetLife, Inc.の指定に伴う規制適
用の可能性などが含まれます。（5）ドッド＝フランク・ウォール街改革・消費者保護法によっ
て義務付けられている、または許可されている多数の規則策定の動き。特定金融機関の清算を
義務付ける規則などが、弊社の事業運営に影響する可能性があります。（6）弊社の保険、国
際事業、その他の事業に関係する規制・法律・税制上の変化。弊社の商品およびサービスのコ
ストやそれに対する需要に影響したり、社員向け福利厚生のコストや事務負担を増大させたり
する可能性があります。（7）訴訟、調停、規制関連調査がもたらす不利な結果や他の影響。
（8）困難、不測の債務、資産減損、格付機関の行動に対応する弊社の能力。これには、（a）
事業買収と買収した事業の統合および成長管理、（b）売却、新規株式公開、スピンオフなどを
通じた事業の整理、（c）合弁事業の開始、または（d）法的事業体の再編法律上の事業再編に
伴うものが含まれます。（9）証券貸付や他の取引に参加した結果として生じる潜在的な流動
性リスクや他のリスク。（10）投資損失、不履行、投資価値の変化。（11）投資価値、繰延新
契約費、繰延販売促進資産、取得事業または取得営業権の価値に関係する前提の変化。（12）
営業権の減損と実現損失、または非流動資産の市場価値減損。（13）不動産抵当貸付の不履
行。（14）弊社に不利をもたらす可能性のある、他の金融機関の不履行または信用低下。（15）
弊社の国際事業に影響し得る経済、政治、法律、通貨、その他のリスク。これには、為替相場
の変動にかかわるリスクが含まれます。（16）弊社の保険金支払い能力、財務力、または信用
格付のダウングレード。（17）Metropolitan Life Insurance Companyの再編に伴って発生したク

ローズド・ブロック（閉鎖勘定）の悪化。（18）再保険または補償制度の利用可能性と有効
性。さらに相手方の不履行または倒産。（19）実際の請求と査定や準備に関する前提の間の差
異。（20）リスク管理ポリシーと手順の無効力。（21）巨額の損失。（22）法定生命保険準
備金の調達に関するコスト増大と市場能力の限界。（23）価格、新規競合の参入、流通網の統
合、新規または既存の競合による新規商品開発、人材などの競争激化。（24）変額年金給付に
関する損失へのエクスポージャー。これには、株式市場の大幅かつ持続的な下落または極端な
ボラティリティ、低金利、予想外の契約者行動、死亡または長命、不履行リスクの調整が含ま
れます。（25）MetLife, Inc.による配当金支払いと普通株買い戻しの能力に影響する規制および
その他の制限。（26）持株会社としてMetLife, Inc.が子会社からの配当金に依存して債務を履行
している事実。および子会社が配当金を支払う能力に対して適用される規制上の制限。（27）
MetLife, Inc.取締役会が、メットライフ契約者信託の投票条項を使用して株主投票の結果に影響
する可能性。（28）会計基準、慣行、ポリシーの変更。（29）年金および退職後給付プラン、
ならびに健康保険や他の従業員福利厚生の経費増大。（30）自社の知的財産権を保護できない
事態、または他者の知的財産権を侵害したとする請求。（31）営業担当者を確保できない事
態。（32）法律または自らの結社文書の条項によって、メットライフの関係する買収や合併が
遅れる、阻害される、妨げられる事態。（33）テロ攻撃、サイバー攻撃、その他の敵対行為や
自然災害によって事業が中断または経済が低迷する影響。これには、弊社の投資ポートフォリ
オの価値、災害復旧システム、サイバーまたは他の情報セキュリティシステム、事業継続計画
に及ぶすべての影響が含まれます。（34）過度なリスクを取る従業員インセンティブの提供を
回避する弊社の方策および慣行の有効性。（35）MetLife, Inc.が米国証券取引委員会に提出する
情報で時折説明する他のリスクおよび不確定要因。
MetLife, Inc.は、将来の見込みに関する記述の内容が達成されない可能性が高いと関知した場合
も、その記述を公に修正または更新する義務を負いません。MetLife, Inc.が行っている開示につ
いてのさらなる詳細は、米国証券取引委員会への報告書の関連項目をご覧ください。

非GAAP（米国会計基準）財務情報に関する注釈
運用資産（以下に定義）は、米国で一般に認められた会計原則（以下、「GAAP」）以外の方法
に則った財務情報です。メットライフは、能動的に運用され、かつ公正価値の見積もりに反映
される一般勘定投資ポートフォリオ内の資産を説明する際に、「運用資産」を使用しています。
運用資産を使用することにより、メットライフの一般勘定投資ポートフォリオで能動的な運用
がほぼまったく行われていない契約者貸付や他の投資資産、売却目的の不動産抵当貸付や連結
証券化事業体の保有する商業不動産抵当貸付を除外して、投資ポートフォリオの理解と比較性を
高めることができると、メットライフは考えています。また、公正価値オプションと売買目的
有価証券も除外しています。これらは、契約者の指定するユニットリンク投資で主に構成され、
メットライフではなく契約者が資金の投資を管理するためです。さらに、不動産抵当貸付および
特定の不動産投資についても、帳簿価額から見積もり公正価値へと調整しています。運用資産
と総投資の調整は、下記のように行われています。メットライフの投資に関する付加的な情報
は、MetLife, Inc.の2015年12月31日締め四半期の四半期補足財務情報、およびMetLife, Inc.の2015
年12月31日締め年次報告書フォーム10-Kに掲載されており、これらはいずれもメットライフのウ
ェブサイトの投資家向けページ（http://investor.metlife.com）から入手できます。運用資産をはじ
めとする非GAAP財務情報は、最も直接的に比較することのできるGAAP財務情報の代わりとして
使用すべきではありません。
保証は、特定の保険および年金商品に適用され（有価証券、変動商品、投資顧問商品には適用
されません）、また商品約款に定める規定のほか、除外や制限、保険会社の支払い能力や財務
の健全性によって変わる可能性があります。

総投資と運用資産の調整
（単位：10億ドル）

2015年12月31日

$495.5
総投資 								
> 加算：現金および現金同等物 								
12.8
> 加算：公正価値調整 								
6.3
> 減算：連結証券化事業体の保有する商業不動産抵当貸付 							
0.2
> 減算：契約者貸付 								
11.3
> 減算：その他投資資産 								
22.5
> 減算：売却目的不動産抵当貸付 								
—
> 減産：公正価値オプションと売買目的有価証券
						
15.0
運用資産 								
$465.6

メットライフ2015年Global Impact報告書概要

法律上の開示事項

16

GLOBAL IMPACT
のためのビジョン

メットライフは、お客さまの暮らしの向上をお手伝いしてきた長年にわたる伝統を
継承して、世界各地の人々、家族、地域社会が将来の可能性を拡大できるようサポ
ートしていきます。すべてのお客さまから信頼を獲得し、事業を営む地域社会の安
定を図るため、不断の努力を続けています。

MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
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