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会社役員賠償責任保険普通保険約款
第１章

当会社のてん補責任

第１条（当会社のてん補責任）
当会社は、被保険者の行為に起因して保険期間中
に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことに
より、被保険者が被る損害（以下「損害」といいま
す。）を、この普通保険約款に従って、てん補します。
第２条（損害の範囲）
当会社が前条の規定によりてん補する損害は、次
の①および②に掲げるものを被保険者が負担するこ
とによって生じる損害にかぎります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟費用
第３条（用語の定義）
この普通保険約款において、次の①から⑮までに
掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
① 会社
次に掲げるものをいいます。
ア．記名法人
保険証券の記名法人欄に記載された法人をい
います。
イ．記名子会社
記名法人の子会社の中で、保険証券の記名子
会社欄に記載された法人をいいます。
② 役員
会社法（平成17年法律第86号）上の取締役、執
行役および監査役ならびにこれらに準ずる者とし
て法令または定款の規定に基づいておかれた保険
証券の被保険者欄に記載された地位にある者をい
います。ただし、会計参与および会計監査人を除
きます。
③ 被保険者
この保険契約により補償を受ける者で、会社の
すべての役員をいい、既に退任している役員およ
びこの保険契約の保険期間中に新たに選任された
役員を含みます。ただし、初年度契約の保険期間
の開始日より前に退任した役員を除きます。
また、役員が死亡した場合は、その者とその相
続人または相続財産法人を、役員が破産した場合
は、その者とその破産管財人を同一の被保険者と
みなします。
④ 一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時または場所、損害賠
償請求者の数等にかかわらず、同一の行為または
その行為に関連する他の行為に起因するすべての
損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償
請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべ
てなされたものとみなします。
⑤ 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいま
す。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、
懲罰的損害賠償金、倍額賠償金（これに類似する
ものを含みます。）の加重された部分および被保険
者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定が
ある場合においてその約定によって加重された損
害賠償金を含みません。

⑥

争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟
（訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。）によっ
て生じた費用（被保険者または会社の従業員の報
酬、賞与または給与等を除きます。）で、妥当かつ
必要と認められるものをいいます。
⑦ 子会社
会社法（平成17年法律第86号）に定める子会社
または子会社に該当していた法人をいいます。
⑧ 継続契約
会社役員賠償責任保険契約の保険期間の終了日
（その会社役員賠償責任保険契約が終了日前に解
除されていた場合はその解除日をいいます。）を保
険期間の開始日とし、記名法人を同一とする会社
役員賠償責任保険契約をいいます。
⑨ 初年度契約
継続契約以外の会社役員賠償責任保険契約をい
います。
⑩ 会社役員賠償責任保険契約
会社役員賠償責任保険普通保険約款に基づく当
会社との保険契約をいいます。
⑪ 行為
会社の役員としての業務につき行った行為をい
い、不作為を含みます。
⑫ 他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対しててん補
責任が同じである他の保険契約または共済契約を
いいます。
⑬ 保険契約申込書等
保険契約申込書およびその付属書類をいいます。
⑭ 反社会的勢力
暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日か
ら５年を経過しない者を含みます。）
、暴力団準構
成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をい
います。
⑮ 無効
保険契約のすべての効力が、契約締結時から生
じなかったものとして取り扱うことをいいます。
第４条（保険期間）
(1) 保険期間は、その初日の午後４時（注）に始まり、
末日の午後４時（注）に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 当会社は、保険期間が始まった後であっても、当会
社所定の保険料領収前になされた損害賠償請求に起
因する損害をてん補しません。
（注）

午後４時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されてい
る場合は、その時刻をいいます。
第２章

当会社のてん補しない損害

第５条（てん補しない損害－その１）
当会社は、被保険者に対してなされた次の①から
⑦までに掲げる損害賠償請求に起因する損害につい
てはてん補しません。
なお、①から⑦までの中で記載されている事由ま
たは行為が、実際に生じた、または行われたと認め
られる場合に本条の規定が適用されるものとし、そ
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の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるも
のとします。
① 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法
に得たことに起因する損害賠償請求
② 被保険者の犯罪行為（注１）に起因する損害賠
償請求
③ 法令に違反することを被保険者が認識しながら
（注２）行った行為に起因する損害賠償請求
④ 被保険者に報酬または賞与等が違法に支払われ
たことに起因する損害賠償請求
⑤ 被保険者が、公表されていない情報を違法に利
用して、株式、社債等の売買等を行ったことに起
因する損害賠償請求
⑥ 次の者に対する違法な利益の供与に起因する損
害賠償請求
ア．政治団体、公務員または取引先の会社役員、
従業員等（注３）
イ．利益を供与することが違法とされるその他の
者
⑦ この保険契約の保険期間の開始日において、被
保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれが
ある状況を被保険者が知っていた場合（注４）に、
その状況の原因となる行為に起因する一連の損害
賠償請求
（注１）犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効
の完成等によって刑を科せられなかった行為を
含みます。
（注２）認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由があ
る場合を含みます。
（注３）政治団体、公務員または取引先の会社役員、従
業員等
それらの者の代理人、代表者または家族およ
びそれらの者と関係のある団体等を含みます。
（注４）被保険者が知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある
場合を含みます。
第６条（てん補しない損害－その２）
当会社は、被保険者に対してなされた次の①から
⑧までに掲げる損害賠償請求に起因する損害につい
てはてん補しません。
なお、①から⑥までの中で記載されている事由ま
たは行為については、実際に生じた、または行われ
たと認められる場合にかぎらず、それらの事由また
は行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に
対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規
定は適用されます。また、本条の規定は、被保険者
ごとに個別に適用されず、それらの事由または行為
があったと申し立てられた役員にかぎらず、すべて
の被保険者に対して適用されます。
① 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われ
た行為に起因する一連の損害賠償請求
② 初年度契約の保険期間の開始日より前に会社に
対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の
中で申し立てられた事実と同一または関連する事
実に起因する損害賠償請求
③ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保

険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申
し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償
請求
④ 直接であると間接であるとを問わず、次の事由
に起因する損害賠償請求
ア．汚染物質（注１）の排出、流出、いっ出、漏
出もしくはそれらが発生するおそれがある状態
または汚染物質（注１）の検査、監視、清掃、
除去、漏出等の防止、処理、無毒化もしくは中
和化の指示または要請
イ．核物質（注２）の危険性（注３）またはあら
ゆる形態の放射能汚染
ウ．戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内
乱、武装反乱その他これらに類似の事変または
暴動（注４）
⑤ 次に掲げるものに対する損害賠償請求
ア．身体の障害（注５）または精神的苦痛
イ．財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難（注
６）
ウ．口頭または文書による誹謗、中傷または他人
のプライバシーを侵害する行為による人格権侵
害
⑥ 記名子会社の役員に対する損害賠償請求のうち、
次のいずれかの間に行われた行為に起因する損害
賠償請求
ア．記名子会社が会社法（平成17年法律第86号）
に定める子会社に該当していなかった間に行わ
れた行為
イ．会社法（平成17年法律第86号）施行前に行わ
れた行為の場合は、記名法人が直接であると他
の子会社を通して間接であるとを問わず、その
記名子会社の発行済株式（注７）総数の50パー
セントを超える株式を所有していなかった間に
行われた行為
⑦ 他の被保険者または記名法人もしくはその子会
社からなされた損害賠償請求、および株主代表訴
訟であるか否かを問わず、被保険者または記名法
人もしくはその子会社が関与して、記名法人また
はその子会社の発行した有価証券を所有する者に
よってなされた損害賠償請求
⑧ 大株主（注８）からなされた損害賠償請求また
は株主代表訴訟であるか否かを問わず、大株主（注
８）が関与して、会社の発行した有価証券を所有
する者によってなされた損害賠償請求
（注１）汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を
帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質
をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学
物質、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には
再生利用される物質を含みます。
（注２）核物質
核原料物質、特殊核物質または副生成物をい
います。
（注３）核物質の危険性
放射性、毒性または爆発性を含みます。
（注４）暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、
全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態
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をいいます。
（注５）身体の障害
疾病または死亡を含みます。
（注６）財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難
それらに起因する財物の使用不能損害を含み
ます。
（注７）発行済株式
議決権のない株式を除きます。
（注８）大株主
会社の発行済株式（注７）総数につき、保険
証券記載の割合
（会社が複数である場合は、個々
にその割合を算出するものとします。）以上を直
接であると間接であるとを問わず所有する者を
いい、株主権行使の指示を与える権限を有する
者を含みます。
第７条（てん補しない損害－その３）
(1) 当会社は、保険期間中に次の①または②に定める取
引が行われた場合は、取引の発効日の後に行われた行
為に起因する損害賠償請求がなされたことにより、被
保険者が被る損害をてん補しません。この場合におい
て、当会社は、保険料を返還しません。
① 記名法人が第三者と合併することまたは記名法
人の資産のすべてを第三者に譲渡すること。
② 第三者が、記名法人を子会社とすること。
(2) 保険契約者または被保険者が、(1)に規定する取引
が行われた事実を遅滞なく当会社に対して書面によ
り通知し、当会社が(1)の規定を適用しないことを書
面により承認した場合は、(1)の規定は適用されませ
ん。
第３章 当会社のてん補責任限度額
第８条（てん補責任限度額）
(1) 一連の損害賠償請求について当会社がてん補すべ
き損害の額は、被保険者ごとに次の算式によって得ら
れた額とします。
（

損害の額の
－
合計額

保険証券記載
保険証券記載の
）×
の免責金額
縮小てん補割合

(2) (1)の免責金額は、次の算式によって得られた額ま
たは保険証券記載の被保険者１名あたりの免責金額
のいずれか低い方の額とします。
損害を被った
保険証券記載の１損害賠償
÷ 被保険者の人
請求あたりの免責金額
数
(3) 当会社がこの保険契約でてん補する金額は、すべて
の被保険者に対しててん補する金額の合計で保険証
券記載の総てん補限度額を限度とします。また、第19
条（損害賠償請求等の通知）(2)の規定に従い、この
保険契約の保険期間中になされたものとみなされる
損害賠償請求についても、保険証券記載の総てん補限
度額が適用されるものとします。
(4) 当会社は、争訟費用を保険証券記載の総てん補限度
額に加算して支払いません。
第９条（他の保険契約等との関係）
当会社は、前条(1)および(2)の規定にかかわらず、

他の保険契約等がある場合においては、損害の額が
他の保険契約等によりてん補されるべき金額とその
免責金額の合計額、またはこの保険契約の保険証券
記載の免責金額のいずれか大きい金額を超過する場
合にかぎり、その超過額につき保険証券記載の縮小
てん補割合を乗じて得た額をてん補します。ただし、
他の保険契約等が、この保険契約のてん補責任限度
額の超過額に対して適用されると明記している場合
は、本条の規定は適用されません。
第４章

保険契約者または被保険者の義務

第10条（告知義務）
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締
結の際、保険契約申込書等の記載事項（注１）につい
て、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、
保険契約申込書等の記載事項（注１）について、故意
または重大な過失によって事実を告げなかった場合
または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、
保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約を解除することができます。
ただし、故意または重大な過失によって事実を告
げなかった場合または事実と異なることを告げた行
為が特定の被保険者によってなされた場合は、保険
契約者および他の被保険者に責めに帰すことはせず、
その被保険者に係る部分のみ解除することができる
ものとします。
(3) (2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当
する場合は適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知って
いた場合または過失によってこれを知らなかった
場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代
理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なるこ
とを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、損害賠償請求が
なされる前に、保険契約申込書等の記載事項（注
１）につき、書面をもって訂正を当会社に申し出
て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社
は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正
を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に
告げられていたとしても、当会社が保険契約を締
結していたと認めるときにかぎり、これを承認す
るものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があるこ
とを知った時の翌日から起算して１か月を経過し
た場合または保険契約締結の時の翌日から起算し
て５年を経過した場合
⑤ (2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付す
る書面において定めた危険（注２）に関する重要
な事項に関係のないものであった場合。ただし、
他の保険契約等に関する事項については(2)の規
定を適用します。
(4) 損害賠償請求がなされた後に(2)の規定による解除
がなされた場合であっても、第13条（保険契約解除の
効力）の規定にかかわらず、当会社は、損害をてん補
しません。この場合において、既に損害をてん補して
いたときは、当会社は、その返還を請求することがで
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きます。
(5) (4)の規定は、(2)の事実に基づかずになされた損
害賠償請求による損害については適用しません。
（注１）保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
（注２）危険
損害の発生の可能性をいいます。
第11条（通知義務）
(1) 保険契約締結の後、保険契約申込書等の記載事項の
内容に変更を生じさせる事実（注１）が発生した場合
は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその
責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに
帰すことのできない事由によるときはその発生を知
った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認
を請求しなければなりません。ただし、その事実がな
くなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2) (1)の事実がある場合（注２）は、当会社は、その
事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、
保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因
があることを知った時の翌日から起算して１か月を
経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から
起算して５年を経過した場合は適用しません。
(4) (1)に規定する手続がなされなかった場合は、当会
社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責め
に帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、
責めに帰すことのできない事由によるときは保険契
約者または被保険者がその発生を知った時から当会
社が承認請求書を受領するまでの間になされた損害
賠償請求による損害については、てん補しません。こ
の場合において、既に損害をてん補していたときは、
当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、次の①または②の場合には適用しま
せん。
① (1)の事実が発生した場合において、変更後の保
険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② (1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求
による損害である場合
（注１）保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生
じさせる事実
他の保険契約等に関する事実を含みます。
（注２）(1)の事実がある場合
(5)①の規定に該当する場合を除きます。
第５章

保険契約の解除または無効・取消しおよび保険
料の返還または請求

第12条（保険契約の解除）
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をも
って、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する
事由がある場合は、
保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保
険契約に基づく保険金を支払わせることを目的と
して損害を生じさせ、または生じさせようとした

こと。
被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請
求について、詐欺を行い、または行おうとしたこ
と。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに
該当すること。
ア．反社会的勢力に該当すると認められること。
イ．反社会的勢力に対して資金等を提供し、また
は便宜を供与する等の関与をしていると認めら
れること。
ウ．反社会的勢力を不当に利用していると認めら
れること。
エ．法人である場合において、反社会的勢力がそ
の法人の経営を支配し、またはその法人の経営
に実質的に関与していると認められること。
オ．その他反社会的勢力と社会的に非難されるべ
き関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者
または被保険者が、①から③までの事由がある場
合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を
損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な
事由を生じさせたこと。
(3) 当会社は、被保険者が(2)③アからオまでのいずれ
かに該当する場合には、保険契約者に対する書面によ
る通知をもって、この保険契約（注）を解除すること
ができます。
(4) (2)または(3)の規定による解除が、損害賠償請求が
なされた後に行われた場合であっても、当会社は、次
条の規定にかかわらず、(2)①から④までの事由また
は(3)の解除の原因となる事由が生じた時から解除が
なされた時までになされた損害賠償請求による損害
をてん補しません。この場合において、既に損害をて
ん補していたときは、当会社は、その返還を請求する
ことができます。
(5) 保険契約者または被保険者が(2)③アからオまでの
いずれかに該当することにより(2)または(3)の規定
による解除がなされた場合には、(4)の規定は、次の
損害については適用しません。
① (2)③アからオまでのいずれにも該当しない被
保険者に生じた損害
② (2)③アからオまでのいずれかに該当する被保
険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
②

（注）

この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者
に係る部分とします。

第13条（保険契約解除の効力）
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力
を生じます。
第14条（保険契約の無効・取消し）
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または
第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締
結した保険契約は、無効とします。
(2) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によ
って当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、
保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約を取り消すことができます。
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第15条（保険料の返還または請求－告知・通知事項等の
承認の場合）
(1) 当会社が第10条（告知義務）(3)③の承認をする場
合において、保険料を変更する必要があるときは、当
会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を
返還し、または追加保険料を請求します。
(2) 当会社が第７条（てん補しない損害－その３）(2)
の承認または第11条（通知義務）(1)の変更の承認を
する場合において、
保険料を変更する必要があるとき
は、当会社は、次の規定に従い計算した保険料を返還
し、または追加保険料を請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くな
る場合
変更前
（ の保険 －
料

②

既経過期間
変 更 後
（注１）に対
返還
の 保 険 ）×（１－ 応 す る 別 表 ）＝
保険料
料
に掲げる短
期料率

変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くな
る場合

変 更 後
未経過期（注２）に対
変更前の
追加
（の 保 険 －
）× 応 する別表 に掲げ る ＝
保険料
保険料
料
短期料率

(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による
追加保険料の支払を怠った場合（注３）は、保険契約
者に対する書面による通知をもって、この保険契約を
解除することができます。
(4) 当会社が(1)または(2)の規定による追加保険料を
請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契
約を解除できるときは、当会社は、損害をてん補しま
せん。この場合において、既に損害をてん補していた
ときは、当会社は、その返還を請求することができま
す。ただし、第11条（通知義務）(1)の事実が生じた
場合における、その事実が生じた時より前になされた
損害賠償請求による損害については、この規定を適用
しません。
(5) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約
者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を
行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料
を変更する必要があるときは、当会社は、(2)①また
は②の規定に従い計算した保険料を返還し、または追
加保険料を請求します。
(6) 当会社が(5)の規定により追加保険料を請求する場
合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠
った場合（注３）は、当会社は、追加保険料領収前に
なされた損害賠償請求による損害については、保険契
約条件変更の承認の請求がなかったものとして、
この
普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される
特約条項等の規定に従い、てん補します。
（注１）既経過期間
第７条（てん補しない損害－その３）(2)の承
認または第 11 条（通知義務）(1)の変更の承認
をする場合においては、保険契約者または被保
険者の通知に基づく取引または変更の事実が生
じた時までの期間をいい、１か月に満たない期
間は１か月とします。
（注２）未経過期間

第７条（てん補しない損害－その３）(2)の承
認または第 11 条（通知義務）(1)の変更の承認
をする場合においては、保険契約者または被保
険者の通知に基づく取引または変更の事実が生
じた時以降の期間をいい、１か月に満たない期
間は１か月とします。
（注３）追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請
求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支
払がなかった場合にかぎります。
第16条（保険料の返還－保険契約の無効・取消し・失効
の場合）
(1) この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に
払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第
14条（保険契約の無効・取消し）(1)の規定により、
この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払
い込まれた保険料を返還しません。
(2) 第14条（保険契約の無効・取消し）(2)の規定によ
り、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会
社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(3) この保険契約が失効となる場合は、当会社は、次の
算式により計算した保険料を返還します。
既に払い
既経過期間（注）に対応
返還
込まれた ×（１－ する別表に掲げる短期料 ）＝
保険料
保険料
率

（注）

既経過期間
１か月に満たない期間は１か月とします。

第17条（保険料の返還－保険契約解除の場合）
(1) 第10条（告知義務）(2)、第11条（通知義務）(2)、
第12条（保険契約の解除）(2)、第15条（保険料の返
還または請求－告知・通知事項等の承認の場合）(3)
または第18条（当会社による調査）(2)の規定により、
当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の
算式により計算した保険料を返還します。
既に払い
既経過期間（注）に対応
返還
込まれた ×（１－ する別表に掲げる短期料 ）＝
保険料
保険料
率

(2) 第13条（保険契約の解除）(1)の規定により、保険
契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の
算式により計算した保険料を返還します。
既に払い
既経過期間（注）に対応
返還
込まれた ×（１－ する別表に掲げる短期料 ）＝
保険料
保険料
率

（注）

既経過期間
１か月に満たない期間は１か月とします。

第18条（当会社による調査）
(1) 当会社は、保険期間中いつでも、保険契約者または
被保険者の同意を得て、保険契約申込書等に記載され
た事項ならびに第７条（てん補しない損害－その３）
(2)および第11条（通知義務）(1)の規定により通知さ
れた事項に関して必要な調査をすることができます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、
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(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に
対する書面による通知をもって、この保険契約を解除
することができます。
(3) (2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実のあった時
の翌日から起算して１か月を経過した場合には適用
しません。
第６章

保険金の請求

第19条（損害賠償請求等の通知）
(1) 保険契約者または被保険者は、被保険者に対してな
されたすべての損害賠償請求を遅滞なく当会社に対
して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者
が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立て
られている行為および原因となる事実に関する情報
を通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保
険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある
状況（注）を知った場合は、その状況ならびにその原
因となる事実および行為について、発生日および関係
者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく当会社に
対し書面により通知しなければなりません。この場合
において、通知された事実または行為に起因して、被
保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時を
もってなされたものとみなします。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)
または(2)の通知を行わない場合は、当会社は、それ
によって当会社が被った損害の額を差し引いて、
損害
をてん補します。
（注） 被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそ
れのある状況
損害賠償請求がなされることが合理的に予想
される状況にかぎります。
第20条（損害の防止軽減）
(1) 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損
害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して
損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った
場合は、次の①および②の事項を履行しなければなり
ません。
① 被保険者が第三者に対し求償できる場合は、求
償権の保全または行使に必要な手続をすること。
② 損害の発生および拡大の防止に努めること。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の
規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引
いて、損害をてん補します。
① (1)①に違反した場合は、第三者に損害賠償の請
求をすることによって取得することができたと認
められる額
② (1)②に違反した場合は、発生または拡大を防止
することができたと認められる損害の額
第21条（争訟費用、法律上の損害賠償金）
(1) 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、損害賠償
請求の解決に先立って、あらかじめ争訟費用を支払う
ことができるものとします。ただし、被保険者は、既
に支払われた争訟費用の全額または一部について、こ
の普通保険約款の規定によりてん補が受けられない
こととなった場合は、支払われた額を限度として当会

社へ返還しなければなりません。
(2) 当会社は、この保険契約による防御の義務を負担し
ません。
(3) 被保険者は、あらかじめ当会社の書面による同意が
ないかぎり、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認
し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。こ
の保険契約においては、当会社が同意した法律上の損
害賠償金および争訟費用のみが損害としててん補の
対象となります。
(4) 当会社が、被保険者およびその他の者に対してなさ
れた損害賠償請求に関する争訟費用と被保険者およ
びその他の者が連帯して負担する法律上の損害賠償
金について同意した場合は、保険契約者、被保険者お
よび当会社は、被保険者およびその他の者各々が負担
すべき金額の公正にして妥当な配分を決定するため
に協力するものとし、当会社は、その配分の決定に基
づいて損害をてん補します。
第22条（損害賠償請求解決のための協力）
(1) 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、自己の費
用をもって、被保険者に対する損害賠償請求について
の調査、調停、仲裁、和解または訴訟につき、被保険
者に協力することができるものとします。この場合に
おいて、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に
協力し、必要な情報を提供しなければなりません。
(2) 被保険者が正当な理由なく(1)の当会社の求めに応
じない場合は、当会社は、それによって当会社が被っ
た損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
第23条（保険金の請求）
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、
これを行使することができるものとします。
① 第２条（損害の範囲）①の法律上の損害賠償金
に係る保険金については、被保険者が損害賠償請
求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の
額について、被保険者と損害賠償請求権者との間
で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調
停もしくは書面による合意が成立した時
② 第２条（損害の範囲）②の争訟費用に係る保険
金については、被保険者が負担すべき費用の額が
確定した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①
から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求める
ものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す
判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を
証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損
害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金
額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の
確認を行うために欠くことのできない書類または
証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する
書面等において定めたもの
(3) 当会社は、損害賠償請求の内容、損害の額等に応じ、
保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるも
の以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行
う調査への協力を求めることがあります。この場合は、
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当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、
必要な協力をしなければなりません。
(4) 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、
当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差
し引いて、損害をてん補します。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく
(3)の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく
(2)または(3)の書類に事実と異なる記載をした場
合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく
(2)または(3)の書類または証拠を偽造し、または
変造した場合
(5) 保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算し
て３年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条（保険金の支払）
(1) 当会社は、請求完了日（注１）からその日を含めて
30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次
の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払い
ます。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事
項として、損害賠償請求の原因、損害賠償請求の
状況、損害発生の有無および被保険者に該当する
事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要
な事項として、保険金が支払われない事由として
この保険契約において定める事由に該当する事実
の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項とし
て、損害の額および行為と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項とし
て、この保険契約において定める解除、無効、失
効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無お
よび内容、損害について被保険者が有する損害賠
償請求権その他の債権および既に取得したものの
有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の
額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる
特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定
にかかわらず、当会社は、請求完了日（注１）からそ
の日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数（注２）
を経過する日までに、保険金を支払います。この場合
において、当会社は、確認が必要な事項およびその確
認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するも
のとします。
特別な照会または調査
日数
① (1)①から④までの事項を確認す
るための、警察、検察、消防その他
180 日
の公の機関による捜査または調査
結果の照会（注３）
② (1)①から④までの事項を確認す
るための、専門機関による鑑定等の
90 日
結果の照会
③ 災害救助法（昭和22年法律第118
号）が適用された災害の被災地域に
60 日
おける(1)①から⑤までの事項の確
認のための調査

特別な照会または調査
(1)①から⑤までの事項の確認を
日本国内において行うための代替
的な手段がない場合の日本国外に
おける調査
⑤ 損害賠償請求の内容もしくは根
拠が判例もしくは他の事例に鑑み
特殊である場合または行為と被保
険者に対してなされた損害賠償請
求について当事者間に争いがある
場合において、(1)①から④までの
事項を確認するための、専門機関に
よる鑑定等の結果の照会または関
係当事者への照会

日数

④

180 日

180 日

(3) (2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査
を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保
険金を支払う見込みがないことが明らかになった場
合は、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に
被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延
長することができます。
(4) (1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、
保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確
認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（注４）は、
これにより確認が遅延した期間については、(1)から
(3)までの期間に算入しないものとします。
（注１）請求完了日
被保険者が前条(2)の手続を完了した日をい
います。
（注２）①から⑤までに掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数
をいいます。
（注３）警察、検察、消防その他の公の機関による捜査
または調査結果の照会
弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）に基づく
照会その他法令に基づく照会を含みます。
（注４）その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場
合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条（代位）
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求
権その他の債権（注）を取得した場合において、当会
社がその損害をてん補したときは、その債権は当会社
に移転します。ただし、移転するのは、次の①または
②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額をてん補した場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、てん補され
ていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険
者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よ
りも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する
(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会
社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなけ
ればなりません。この場合において、当会社に協力す
るために必要な費用は、当会社の負担とします。
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会社役員賠償責任保険追加特約条項
（注）

損害賠償請求権その他の債権
他の被保険者に対する債権を含みます。

第26条（先取特権）
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保
険金請求権（注）について、先取特権を有します。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する
場合に、第２条（損害の範囲）①の法律上の損害賠償
金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害
の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う
場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度と
します。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害
の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会
社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害
の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取
特権を行使したことにより、当会社から直接、損
害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害
の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を
支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことに
より、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、
損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権（注）は、損害賠償請求権者以外の第
三者に譲渡することはできません。また、保険金請求
権（注）を質権の目的とし、または(2)③の場合を除
いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①
または④の規定により被保険者が当会社に対して保
険金の支払を請求することができる場合を除きます。
（注）

保険金請求権
第２条（損害の範囲）②の争訟費用に対する
保険金請求権を除きます。
第７章 訴訟の提起および準拠法

第27条（訴訟の提起）
この保険契約に関する訴訟については、日本国内
における裁判所に提起するものとします。
第28条（準拠法）
この普通保険約款に規定のない事項については、
日本国の法令に準拠します。
（別表）
既経過期間
または
未経過期間
１か月まで
２か月まで
３か月まで
４か月まで
５か月まで
６か月まで

短期料率表
既経過期間
短期料率
または
未経過期間
１/12
７か月まで
２/12
８か月まで
３/12
９か月まで
４/12
10か月まで
５/12
11か月まで
６/12
12か月まで

短期料率
７/12
８/12
９/12
10/12
11/12
12/12

第１条（損害賠償請求の定義の拡大）
会社役員賠償責任保険普通保険約款（以下「普通
約款」といいます。）第１条（当会社のてん補責任）
に規定する、「被保険者に対して損害賠償請求がな
されたこと」には、「会社法（平成17年法律第86号）
第847条および同第847条の２の規定に基づき、株主
または旧株主より会社に対して役員の責任を追及す
る訴えの提起を請求したことならびに同第847条の
３の規定に基づき、最終完全親会社等の株主より会
社に対して役員の特定責任に係る責任を追求する訴
えの提起を請求したこと」を含むものとします。
第２条（供託金の貸付け）
(1) 当会社は、当会社が被保険者に対しててん補責任を
負う場合にかぎり、上訴のときの仮執行を免れるた
めに被保険者が日本国内において供託した供託金に
相当する額を、供託金に付されると同率の利息で被
保険者に貸し付けることができます。ただし、一連
の損害賠償請求について、次の算式によって得られ
た額および既に当会社がてん補した額の合計額は、
保険証券記載の総てん補限度額を上回らないものと
します。
（合計額（注１）－保険証券記載の免責金額）×保
険証券記載の縮小てん補割合
(2) (1)により当会社が供託金に相当する額を貸し付け
る場合は、被保険者は、
当会社のためにその供託金（注
２）の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けが行われている間においては普通約款
第８条（てん補責任限度額）(3)の保険証券記載の総
てん補限度額の規定は、その貸付金を既にてん補した
額とみなして適用します。
(4) (1)の供託金が第三者に還付された場合は、その還
付された供託金の限度で、(1)の貸付金（注３）が普
通約款第８条（てん補責任限度額）(1)に定めるてん
補すべき損害の額として、てん補されたものとみなし
ます。
（注１）合計額
供託金（注２）に相当する額と既に当会社が
てん補した額に相当する損害額の合計額としま
す。
（注２）供託金
利息を含みます。
（注３）貸付金
利息を含みます。
第３条（勝訴時の免責金額と縮小てん補割合の変更）
当会社は、すべての被保険者について、一連の損害賠
償請求を棄却する判決が確定したことにより、争訟費
用以外の損害が発生しないことが確定した場合には、
普通約款第８条（てん補責任限度額）(1)で規定する保
険証券記載の免責金額を０円および保険証券記載の縮
小てん補割合を 100％として適用します。
第４条（緊急時の争訟費用）
(1) 被保険者は、普通約款第21条（争訟費用、法律上の
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損害賠償金）(3)の規定にかかわらず、緊急性が高い
と合理的に判断される状況においては、当会社の事前
の同意を得る前に、
争訟費用を支払うことができます。
(2) 被保険者は、(1)の規定に基づき支払った争訟費用
について保険金の支払を請求する場合は、被保険者が
負担すべき争訟費用の額が確定してから30日以内に、
普通約款第23条（保険金の請求）(2)に定める書類ま
たは証拠を提出しなければなりません。
(3) 当会社が本条の規定により支払う保険金の合計額
は、保険期間中を通じて500万円を限度とします。た
だし、保険証券記載の総てん補限度額を限度とします。
第５条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。

用語

定義
との契約によって許諾される権利のう
ち、③の権利に相当すると認められる
もの

第１条（てん補しない損害－知的財産権訴訟）
当会社は、知的財産権が侵害されたことまたは侵
害されるおそれがあることを理由として提起された
損害賠償請求等の訴訟に起因する損害賠償請求に係
わる損害については、てん補しません。
第２条（普通保険約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、会社役員賠償責任保険
普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の
特約条項の規定を適用します。
使 途 不 明 金 支 払 に起 因 する損 害 賠 償 請 求 不 担 保 特 約 条 項

権限を逸脱した行為等に起因する損害賠償請求不担保特約条項
第１条（てん補しない損害－権限を逸脱した行為等）
(1) 当会社は、会社から被保険者に授与された権限を超
えて被保険者が行った決定または行為に起因する損
害賠償請求に係る損害については、てん補しません。
(2) (1)の規定は、その決定または行為が行われたと認
められる場合にも適用されるものとし、その適用の判
断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
第２条（普通保険約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、会社役員賠償責任保険
普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の
特約条項の規定を適用します。

第１条（てん補しない損害－使途不明金）
当会社は、税務上の使途不明金（注）として扱わ
れるべき金銭の支払いに起因して提起された損害賠
償請求に係わる損害については、てん補しません。
（注）

使途不明金
法人税の課税所得の計算上、会社が交際費、
機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭
でその費途が明らかでない費用をいいます。

第２条（普通保険約款との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、会社役員賠償責任保険
普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の
特約条項の規定を適用します。

知 的 財 産 権 訴 訟 に起 因 する損 害 賠 償 請 求 不 担 保 特 約 条 項
公告費用担保特約条項
＜用語の定義＞
この特約条項において、次の用語は、次の定義に
よります。
用語
定義
知的財産
次の①から④に該当するものをいいま
権
す。
① 日本国における特許権、実用新案権、
育成者権、意匠権、著作権、商標権お
よびその他の知的財産に関して法令に
より定められた権利
② 保険証券記載の担保地域内にある外
国の法によって定められる権利で①の
権利に相当すると認められるもの
③ 日本国において、①の権利について、
権利者との契約によって、被許諾者以
外の者に許諾しないことを条件として
許諾された実施権または使用権のう
ち、被許諾者の実施権もしくは使用権
が侵害された、または侵害されるおそ
れがある場合に、被許諾者の権利侵害
者に対する損害賠償請求等が認められ
ているもの
④ 保険証券記載の担保地域内にある外
国の法の下で②の権利について権利者

＜用語の定義（五十音順）＞
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次
の定義によります。
用語
定義
会社法
会社法（平成17年法律第86号）をいい
ます。
公告費用
責任軽減公告費用、不提訴理由通知費
用または訴訟告知受理公告費用をいいま
す。
責任軽減
会社法第426条第１項の規定に従い、定
公告費用
款の定めに基づき取締役会が取締役の責
任免除の決議を行った場合において、同
条第３項から第７項の規定に従い、会社
が責任軽減額の算定根拠等を株主に対し
公告または通知する費用をいいます。な
お、会社法以外の法令におけるこれらと
同等の費用を含みます。
訴訟告知
会社法第849条第５項から第11項の規
受理公告
定に基づき、同条第４項に規定する訴訟
費用
告知を受けたことを会社が株主に対して
公告または通知する費用をいいます。な
お、会社法以外の法令におけるこれらと
同等の費用を含みます。
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用語
提訴請求

不提訴理
由通知費
用

定義
次の①および②に掲げる請求をいい、
会社法以外の法令におけるこれらと同等
の請求を含みます。
① 会社法第847条第１項もしくは第２
項または同第847条の２第１項から第
５項の規定に基づく株主または旧株主
より会社に対する請求で、役員の責任
を追及する訴えの提起の請求
② 会社法第847条の３第１項から第６
項の規定に基づく最終完全親会社等の
株主より会社に対する請求で、役員の
特定責任に係る責任を追求する訴えの
提起の請求
次の①から④に掲げる費用をいいま
す。
① 会社法第847条第４項の規定に基づ
き、同条第１項に規定する責任追及等
の訴えの提起をしない理由を会社が株
主に対して通知する費用
② 会社法第847条の２第７項の規定に
基づき、同条第１項に規定する責任追
及等の訴えの提起をしない理由を会社
が当該請求をした者に対して通知する
費用
③ 会社法第847条の３第８項の規定に
基づき、同条第１項に規定する責任追
及等の訴えの提起をしない理由を会社
が当該請求をした者に対して通知する
費用
④ その他の法律に基づく①から③に類
似のもの

第１条（当会社のてん補責任－公告費用）
(1) 当会社は、役員が会社の役員としての業務につき行
った行為（注）に起因して、提訴請求がなされた場合
に、この特約条項に従って、会社が負担する公告費用
をてん補します。
(2) この特約条項が付帯された保険契約においては、会
社役員賠償責任保険普通保険約款（以下「普通約款」
といいます。）第２条（損害の範囲）の規定にかかわ
らず、当会社がてん補する損害に会社が負担する公告
費用を含めるものとします。
（注）

行為
不作為を含みます

第２条（読替規定）
この特約条項の適用にあたっては、普通約款第21
条（争訟費用、法律上の損害賠償金）(1)、(3)およ
び(4)の規定中「争訟費用」とあるのを「争訟費用お
よび公告費用」と読み替えて適用します。
第３条（被保険者の範囲）
この特約条項の適用にあたっては、普通約款第３
条（用語の定義）③の規定に加え、会社を被保険者
に含むものとして各規定を適用します。ただし、普
通約款第５条（てん補しない損害－その１）の規定
を除きます。

第４条（てん補責任限度額）
(1) 当会社が第１条（当会社のてん補責任－公告費用）
の規定によりてん補する額は、普通約款第８条（てん
補責任限度額）(1)の規定にかかわらず、保険証券に
記載する免責金額および縮小てん補割合を適用せず
に算出するものとします。
(2) 当会社がこの保険契約でてん補する金額は、普通約
款、この特約条項およびその他の特約条項でてん補す
る金額の合計額とします。ただし、保険証券記載の総
てん補限度額を限度とします。
第５条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。
証券適用地域に関する特約条項（日本国内のみ担保）
第１条（保険証券適用地域）
当会社が会社役員賠償責任保険普通保険約款（以
下「普通約款」といいます。）およびこの保険契約に
適用される他の特約条項の規定により損害をてん補
するのは、日本国内において被保険者に対して損害
賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害
にかぎります。
第２条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定のない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。
米国・カナダにおける業務活動に関する特約条項
第１条（てん補しない損害）
当会社は、次の①から④に掲げる損害賠償請求に
係わる損害については、てん補しません。
①「米国1974年従業員退職所得保障法」(Employee
Retirement Income Security Act of 1974)、その
修正条項、州法または判例法の同種の規定により
受託者に対して課された責任またはこれらに規定
される義務違反に起因する損害賠償請求
② 「1934年米国証券取引所法」(Securities Exchange
Act of 1934)第16条(b)項、その修正条項、州法ま
たは判例法の同種の規定における被保険者が会社
の株式を売買して得た利益を申立理由とする、ま
たはこれらに起因する損害賠償請求
③ 被保険者または会社の保険の手配もしくは維持
の失敗を申立理由とする、またはこれらに起因す
る損害賠償請求
④ 直接であると間接であるとを問わず、結果的に
「1970年事業への犯罪組織等の浸透の取締りに関
する法律」
、すなわち合衆国法律集18巻1961条以下、
その修正条項およびその下で公布された法律また
は法規の違反を申立理由とする、またはこれらに
起因する損害賠償請求
第２条（普通保険約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
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特約条項に反しないかぎり、会社役員賠償責任保険
普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の
特約条項の規定を適用します。
訴訟対応費用担保特約条項
第１条（当会社のてん補責任－訴訟対応費用）
(1) 当会社は、被保険者に対して会社役員賠償責任保険
普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第１
条（当会社のてん補責任）に規定する損害賠償請求が
なされた、またはなされるおそれのある状況が発生し
た場合に、普通約款第19条（損害賠償請求等の通知）
に定める通知が行われた後に被保険者が負担した次
の①から⑥に掲げる費用（注１）を、普通約款第３条
（用語の定義）⑥に規定する争訟費用に含めるものと
します。ただし、いずれの費用も必要かつ妥当と認め
られるものにかぎります。
① 訴訟に関して必要な文書の作成にかかる費用
② 会社の使用人の超過勤務手当て、交通費および
宿泊費
③ 文書提出命令または当事者照会の対応にかかる
費用
④ 資料の翻訳にかかる費用
⑤ 証拠収集費用
⑥ ①から⑤のほか、必要かつ妥当と認められる費
用
(2) (1)①から⑥に掲げる費用には、損害賠償請求がな
されなくても発生する費用ならびに被保険者の人件
費（注２）および収入の減少を含みません。
（注１）費用
争訟費用以外の費用であって、その額および
使途が社会通念上、妥当な費用にかぎります。
（注２）人件費
報酬、賞与等の名目を問いません。
第２条（読替規定）
(1) 当会社は、この追加条項の適用については、次の①
から⑥のとおり普通約款を読み替えて適用します。
① 第１条（当会社のてん補責任）、第３条（用語の
定義）④、第６条（てん補しない損害―その２）
なお書き、第７条（てん補しない損害―その３）
（1）、第10条（告知義務）
（4）および第12条（保
険契約の解除）（4）の規定中「損害賠償請求がな
された」とあるのは、それぞれ「損害賠償請求が
なされるおそれのある状況が発生した」
② 第４条（保険期間）(3)、第６条（てん補しない
損害－その２）⑦および⑧、第10条（告知義務）
(5)、第11条（通知義務）(4)および(5)②、第12
条（保険契約の解除）(4)、第15条（保険料の請求
－告知・通知事項等の承認の場合）(4)および(6)、
第21条（争訟費用、法律上の損害賠償金）(4)なら
びに第24条（保険金の支払）(2)⑤の規定中「なさ
れた損害賠償請求」とあるのは、「生じた損害賠償
請求がなされるおそれのある状況」
③ 第５条（てん補しない損害－その１）の規定中
「なされた次の①から⑦までに掲げる損害賠償請
求」とあるのは、
「発生した次の①から⑦までに掲
げる損害賠償請求がなされるおそれのある状況」
④ 第６条（てん補しない損害－その２）の規定中

「なされた次の①から⑧までに掲げる損害賠償請
求」とあるのは、
「発生した次の①から⑧までに掲
げる損害賠償請求がなされるおそれのある状況」
⑤ 第８条（てん補責任限度額）(1)の規定中「一連
の損害賠償請求」とあるのは、
「一連の損害賠償請
求および損害賠償請求がなされるおそれのある状
況」
⑥ 第10条（告知義務）(3)③の規定中「損害賠償請
求がなされる前」とあるのは、
「損害賠償請求がな
されるおそれのある状況が発生する前」
(2) 当会社は、この追加条項の適用については、普通約
款第19条（損害賠償請求等の通知）の規定を次のとお
り、読み替えて適用します。
「
第19条（損害賠償請求等の通知）
(1) 保険契約者または被保険者は、被保険者に対し
てなされたすべての損害賠償請求または損害賠償
請求がなされるおそれのある状況を遅滞なく当会
社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名およ
び被保険者が最初にその請求を知った時の状況を
含め、申し立てられている行為および原因となる
事実に関する情報を通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、
被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれ
のある状況（注）を知った場合は、その状況なら
びにその原因となる事実および行為について、発
生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、
遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければ
なりません。この場合において、通知された事実
または行為に起因して、被保険者に対して生じた
損害賠償請求がなされるおそれのある状況は、通
知の時をもってなされたものとみなします。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく
(1)または(2)の通知を行わない場合は、当会社は、
それによって当会社が被った損害の額を差し引い
て、損害をてん補します。
（注） 被保険者に対して損害賠償請求がなされる
おそれのある状況
損害賠償請求がなされることが合理的に予想
される状況にかぎります。
」
第３条（てん補責任限度額）
当会社がこの特約条項が付帯された保険契約でて
ん補する金額は、普通約款、この特約条項およびそ
の他の特約条項でてん補する金額の合計額とします。
ただし、保険証券記載の総てん補限度額を限度とし
ます。
第４条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。
日付データ処理等に関する不担保特約条項
＜用語の定義＞
この特約条項において、次の用語は、次の定義に
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よります。
用語
定義
コンピュー
次の①から⑥に掲げるものをいい、こ
タ等
れらを内蔵するものを含み、被保険者の
所有であるか否かを問いません。
① コンピュータおよびその周辺機器
② ソフトウエア（注）
③ コンピュータネットワーク
④ マイクロプロセッサー等の集積回
路
⑤ 上記①から④のいずれかに類する
機器または部品
⑥ 形態を問わず、①から⑤のいずれか
のものを直接または間接的に使用す
る、もしくはそれらに依存しているそ
の他のあらゆる製品、サービス、デー
タまたは機能
（注） ソフトウエア
プログラム、アプリケーショ
ンソフトウエア、オペレーティ
ングシステム、データその他こ
れらに類するものをいいます。
第１条（保険金を支払わない場合）
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、
被保険者が次の①または②のいずれかに該当する事
由に起因して法律上の賠償責任を負担することによ
って被る損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、それらの事由が実際にあったと認められる場
合にかぎらず、それらの事由があったとの申し立て
に基づいて被保険者に対して賠償請求がなされた場
合の損害についても、保険金を支払わないものとし
ます。
① 西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、
処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析また
は受入できないことに関連するコンピュータ等の
作動不能、誤作動もしくは不具合またはこれらの
おそれが生じたこと
② 被保険者により、または被保険者のために被保
険者以外の者が行う、①に掲げる事由（注１）に
関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設
置、維持、修理、交換、回収、管理もしくは請負
その他これらに類する業務、または①に掲げる事
由の発生を防止するために意図的に行うコンピュ
ータ等の停止または中断（注２）
（注１）①に掲げる事由
潜在的なものであると現実的に生じているも
のであるとを問いません。
（注２）コンピュータ等の停止または中断
コンピュータ等を使用して行う業務の停止ま
たは中断を含みます。
第２条（普通保険約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項の趣旨に反しないかぎり、会社役員賠償責
任保険普通保険約款およびこの保険契約に適用され
る他の特約条項の規定を適用します。

会社補償担保特約条項
第１条（当会社のてん補責任－会社補償）
当会社は、この特約条項が付帯された保険契約に
おいて、役員が会社の役員としての業務につき行っ
た行為（注）に起因して保険期間中に損害賠償請求
がなされた場合において、会社が法律、契約、定款
等に基づいて会社役員賠償責任保険普通保険約款
（以下「普通約款」といいます。）およびその他の特
約条項によっててん補すべき損害の補償を被保険者
に対して行ったことによって生じる損失（以下「損
失」といいます。）をてん補します。
（注）

行為
不作為を含みます。

第２条（読替規定）
この特約条項の適用にあたっては、次の①および
②のとおり普通約款を読み替えて適用します。
① 普通約款第８条（てん補責任限度額）、第９条（他
の保険契約等との関係）
、第23条（保険金の請求）
(3)および(4)ならびに第25条（代位）(1)の規定中
「損害」とあるのを「損失」
② 普通約款第21条（争訟費用、法律上の損害賠償
金）(1)、第23条（保険金の請求）(2)、(3)および
(4)、第24条（保険金の支払）
、第25条（代位）な
らびに第26条（先取特権）の規定中「被保険者」
とあるのを「会社」
第３条（てん補責任限度額）
当会社がこの保険契約でてん補する金額は、普通
約款、この特約条項およびその他の特約条項でてん
補する金額の合計額とします。ただし、保険証券記
載の総てん補限度額を限度とします。
第４条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。
会社補助参加担保特約条項
＜用語の定義＞
この特約条項において、次の用語は、次の定義に
よります。
用語
定義
会社補
会社法（平成17年法律第86号）第849条の
助参加
規定に基づき会社が被保険者を補助するた
費用
めに責任追及等の訴えに係る訴訟に訴訟参
加する費用をいいます。
第１条（当会社のてん補責任－会社補助参加費用）
(1) この特約条項が付帯されて保険契約において、被保
険者が会社の役員としての業務につき行った行為
（注）に起因し、保険期間中に日本国内において被保
険者に対して株主代表訴訟等による損害賠償請求が
なされた場合において、当会社は、会社補助参加費用
をてん補します。
(2) この特約条項が付帯された保険契約においては、会
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社役員賠償責任保険普通保険約款（以下「普通約款」
といいます。）第２条（損害の範囲）の規定にかかわ
らず、当会社がてん補する損害に会社が負担する会社
補助参加費用を含めるものとします。
（注）

行為
不作為を含みます。

第２条（読替規定の範囲）
この特約条項の適用にあたっては、普通約款第21
条（争訟費用、法律上の損害賠償金）(3) の規定中
「法律上の損害賠償金および争訟費用」とあるのを
「会社補助参加費用」と読み替えて適用します。
第３条（被保険者の範囲）
この特約条項の適用にあたっては、普通約款第３
条（用語の定義）③の規定に加え、会社を被保険者
に含むものとして各規定を適用します。ただし、普
通約款第５条（てん補しない損害－その１）の規定
を除きます。
第４条（てん補責任限度額）
(1) 当会社が第１条（当会社のてん補責任－会社補助参
加費用）の規定によりてん補する額は、普通約款第８
条（てん補責任限度額）(1)の規定にかかわらず、保
険証券に記載する免責金額および縮小てん補割合を
適用せずに算出するものとします。
(2) 当会社がこの保険契約でてん補する金額は、普通約
款、この特約条項およびその他の特約条項でてん補す
る金額の合計額とします。ただし、保険証券記載の総
てん補限度額を限度とします。
(3) 一連の損害賠償請求に関して、普通約款またはこの
保険契約に付帯されるこの特約条項以外の特約条項
によって、その者が被る損害をてん補されるべき役員
（A）と、てん補の対象とならない役員（B）がいる場
合については、会社補助参加費用は、次の算式によっ
て算出された額とします。
会社の役員を補助す
るために会社が訴訟
参加したことによっ
てその会社が実際に
負担する訴訟費用

(A)の役員の数
×

(A)の役員の数
＋(B)の役員の数

第５条（てん補しない損害）
当会社は、株主代表訴訟等が提起される前に会社
が行った弁護士相談に関する費用については、てん
補しません。
第６条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。
執行役員担保特約条項
第１条（被保険者の範囲拡大）
この特約条項が付帯された保険契約において、会
社役員賠償責任保険普通保険約款（以下「普通約款」

といいます。）第３条（用語の定義）②に規定する役
員には、執行役員（注）を含めるものとします。
（注）

執行役員
業務執行権限を有する者として会社の規程等
で定められた地位にある者をいいます。

第２条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこれに
付帯する他の特約条項の規定を適用します。
会計監査人担保特約条項
第１条（被保険者の範囲拡大）
この特約条項が付帯された保険契約において、会
社役員賠償責任保険普通保険約款（以下「普通約款」
といいます。）第３条（用語の定義）②に規定する役
員には、同条②のただし書きの規定にかかわらず、
会社法（平成17年法律第86号）で定める会計監査人
を含めるものとします。
第２条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。
会計参与担保特約条項
第１条（被保険者の範囲拡大）
この特約条項が付帯された保険契約において、会
社役員賠償責任保険普通保険約款（以下「普通約款」
といいます。）第３条（用語の定義）②に規定する役
員には、同条②のただし書きの規定にかかわらず、
会社法（平成17年法律第86号）で定める会計参与を
含めるものとします。
第２条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。
社外派遣役員担保特約条項
＜用語の定義（五十音順）＞
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次
の定義によります。
用語
定義
出向者
保険期間中に次の①から③のいずれに
も該当する法人に役員として出向する者
をいいます。
① その法人が日本の会社法上の会社で
あること。
② その法人の株式がいかなる取引市場
においても公開取引されていないこと。
③ その法人が記名子会社に該当しない
こと。
遡及日
保険証券の初年度保険契約開始日欄に
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用語
職務

定義
記載の日をいいます。
出向者が出向先の営利企業において執
行する取締役、オフィサー、トラスティー
としての職務をいい、通常会社から命じら
れた義務の一部をなすものであって、かつ
会社の取締役会の特別な合意または裁量
によって命じられたものに限ります。

第１条（読替規定－被保険者の範囲）
当会社は、この特約条項により、会社役員賠償責
任保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）
第３条（用語の定義）②に規定する役員には出向者
を含めるものとします。
第２条（他の保険契約等の関係）
普通約款第９条（他の保険契約等との関係）に関
わらず、出向者の職務に起因して提起された損害賠
償請求に起因して、出向者が被る損害について、出
向先により手当てされた有効な他の保険契約等があ
る場合においては、当会社は、損害の額が次の①ま
たは②のいずれか大きい額を超過する場合にかぎり、
その超過額に縮小てん補割合を乗じた額をてん補し
ます。
① 次のアからウの合計額
ア．出向先により手当てされた有効な他の保険契
約等により支払われるべき保険金の額とその契
約に適用されている免責金額の合計額
イ．その職務を執行することについて出向先によ
り損害賠償責任を負担することを免除された金
額
ウ．会社により損害賠償責任を負担することを免
除された金額。ただし、定款等による法律と同
様に広い免除が有効であり、かつ会社の取締役
会が財務破綻のみの理由でその免除を実際にな
すことができなかった場合を除き、被保険者に
対して最大限の免除を与えていた場合に限りま
す。
② この保険契約に適用されている免責金額

用語
会社法
事故
ステークホ
ルダ－
遡及日
第三者委員
会

第三者委員
会設置・活動
費用

不祥事
第３条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。
第三者委員会設置・活動費用担保特約条項
＜用語の定義（五十音順）＞
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次
の定義によります。
用語
定義
一連の事故
第三者委員会が設置された時または
場所、回数等にかかわらず、同一の行
為またはその行為に関連する他の行為
に起因するすべての対象事由をいいま
す。なお、一連の事故は、最初の事故
が生じた時にすべてなされたものとみ
なします。
会社
記名法人および記名子会社をいいま

定義
す。
会社法（平成17年法律第86号）をい
います。
会社が第三者委員会を設置したこと
をいいます。
会社における株主、投資家、消費者、
取引先、従業員、債権者、地域住民等
をいいます。
保険証券の初年度保険契約開始日欄
に記載の日をいいます。
日本国内において、会社が設置する
第三者委員会をいいます。ただし、次
の①および②に掲げる条件のすべてに
該当する場合にかぎります。
① 第三者委員会が、日本弁護士連合
会が策定する「企業等不祥事におけ
る第三者委員会ガイドライン（2010
年７月15日策定）」に基づいて設置さ
れ、不祥事の疑いについて調査し、
その結果をステークホルダーに対し
て開示することを目的としているこ
と。
② 第三者委員会の構成員が、過去ま
たは現在の従業員、取締役、監査役、
執行役、会計参与または執行役員の
いずれにも該当しないこと。
会社が第三者委員会を設置し、その
活動、調査または報酬のために支出し
た費用をいいます。ただし、会社に次
の①および②のいずれかに該当する事
由が生じたことに起因する費用を除き
ます。
① 破産手続き、再生手続、更生手続
もしくは特別清算の開始の申立てが
あったことまたは清算手続きに入っ
たこと
② 手形交換所において取引停止処分
がなされたこと
会社において、犯罪行為、法令違反、
社会的非難を招くような不正・不適切
な行為等をいいます。

第１条（当会社のてん補責任）
当会社は、この特約条項に基づき、この保険契約
の保険期間中に会社において不祥事が発生した場合
または発生したおそれがある場合に、会社が第三者
委員会設置・活動費用を負担することによって被る
損害をてん補します。
第２条（被保険者の定義の変更）
会社役員賠償責任保険普通保険約款（以下「普通
約款」といいます。）第３条（用語の定義）③の規定
に関わらず、この特約条項において被保険者とは、
会社をいいます。
第３条（てん補しない損害－その１）
当会社は、次の①から⑨に掲げる事由に起因する
損害についてはてん補しません。
なお、①から⑦の中で記載されている事由または
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行為については、実際に生じた、または行われたと
認められる場合にかぎらず、それらの事由または行
為があったとの申し立てに基づいて事故が発生した
場合にも、本条の規定は適用されます。
① 遡及日より前に行われた行為に起因する一連の
事故
② 遡及日より前に会社に対して提起されていた訴
訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実
と同一または関連する事実に起因する一連の事故
③ 遡及日において、事故が発生することを被保険
者が知っていた場合（注１）のその一連の事故
④ 遡及日より前に発生していた対象事由のなかで
疑われていた、もしくは申し立てられていた行為
に起因する一連の事故
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、次の事由
に起因する事故
ア．汚染物質（注２）の排出、流出、いっ出、漏
出もしくはそれらが発生するおそれがある状態
または汚染物質（注２）の検査、監視、清掃、
除去、漏出等の防止、処理、無毒化もしくは中
和化の指示または要請
イ．核物質（注３）の危険性（注４）またはあら
ゆる形態の放射能汚染
ウ．戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内
乱、武装反乱その他これらに類似の事変または
暴動（注５）
⑥ 次の事由に起因する事故
ア．身体の障害（注６）または精神的苦痛
イ．財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難（注
７）
ウ．口頭または文書による誹謗、中傷または他人
のプライバシーを侵害する行為による人格権侵
害
⑦ 記名子会社において発生した対象事由のうち、
次のいずれかの間に行われた行為に起因する事故
ア．記名子会社が会社法に定める子会社に該当し
ていなかった間に行われた行為
イ．会社法施行前に行われた行為の場合は、記名
法人が直接であると他の子会社を通して間接で
あるとを問わず、その記名子会社の発行済株式
（注８）総数の50パーセントを超える株式を所
有していなかった間に行われた行為
⑧ 他の会社または記名法人もしくはその子会社か
らなされた損害賠償請求、および株主代表訴訟で
あるか否かを問わず、会社または記名法人もしく
はその子会社が関与して、記名法人またはその子
会社の発行した有価証券を所有する者によってな
された損害賠償請求
⑨ 大株主（注９）からなされた損害賠償請求また
は株主代表訴訟であるか否かを問わず、大株主（注
９）が関与して、会社の発行した有価証券を所有
する者によってなされた損害賠償請求
（注１）被保険者が知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある
場合を含みます。
（注２）汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を
帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質
をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学

物質、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には
再生利用される物質を含みます。
（注３）核物質
核原料物質、特殊核物質または副生成物をい
います。
（注４）核物質の危険性
放射性、毒性または爆発性を含みます。
（注５）暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、
全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態
をいいます。
（注６）身体の障害
疾病または死亡を含みます。
（注７）財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難
それらに起因する財物の使用不能損害を含み
ます。
（注８）発行済株式
議決権のない株式を除きます。
（注９）大株主
会社の発行済株式（注８）総数につき、保険
証券記載の割合（注 10）以上を直接であると間
接であるとを問わず所有する者をいい、株主権
行使の指示を与える権限を有する者を含みます。
（注10）保険証券記載の割合
会社が複数である場合は、個々にその割合を
算出するものとします。
第４条（てん補しない損害－その２）
(1) 当会社は、保険期間中に次の①または②に定める取
引が行われた場合は、取引の発効日の後に行われた行
為に起因する対象事由により、
会社が被る損害につい
てはてん補しません。
① 記名法人が第三者と合併することまたは記名法
人の資産のすべてを第三者に譲渡すること。
② 第三者が、記名法人を子会社とすること。
(2) 保険契約者または被保険者が、(1)に規定する取引
が行われた事実を遅滞なく当会社に対して書面によ
り通知し、当会社が(1)の規定を適用しないことを書
面により承認した場合は、(1)の規定は適用されませ
ん。
第５条（てん補限度額）
第１条（当会社のてん補責任）の規定により当会
社がてん補する金額は、次の算式によって得られた
額とし、一連の事故および保険期間中を通じて1,000
万円を限度とします。ただし、保険証券記載の総て
ん補限度額を限度とします。
第６条（第三者委員会設置の通知）
被保険者は、普通約款第19条（損害賠償請求等の
通知）(1)の規定にかかわらず、第三者委員会を設置
した場合は、次の①および②ついて遅滞なく当会社
に書面により通知しなければなりません。
① 第三者委員会の調査の対象となる不祥事ならび
にその原因となる行為および事実に関する情報
② 第三者委員会設置・活動費用をてん補する他の
保険契約または共済契約の有無および内容（注）
（注） 他の保険契約または共済契約の有無および内容
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すでにそれらの保険契約等から保険金または
共済金の支払いを受けた場合は、その事実を含
みます。
第７条（保険金の請求）
(1) この特約条項における当会社に対する保険金請求
権は、被保険者が負担した費用の額が確定した時に発
生し、これを行使することができます。
(2) 被保険者が保険金の請求をする場合は、普通約款第
23条（保険金の請求）(2)に規定するもののほか、負
担した費用の額および内容が確認できる書類を当会
社に提出しなければなりません。ただし、当会社がそ
の書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要
はありません。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(2)の書類に事実と異なる記載をした場合または(2)
の書類または証拠を偽造し、または変造した場合には、
当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差
し引いて保険金を支払います。
第８条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。
新規取得・設立法人に関する特約条項
第１条（新規取得・設立子会社の取り扱い）
(1) 当会社は、この特約条項により、記名法人により保
険期間中に新たに取得された、
または設立された法人
が、次の①から⑤に掲げる事由をすべて満たす場合に
は、その法人を記名子会社に含むものとします。
① その法人の総資産が直近会計年度の記名法人の
総資産の10%未満であること。
② その法人の株式がいかなる取引市場においても
公開取引されていないこと。
③ その法人の設立国が日本であること。
④ その法人が独自に会社役員賠償責任保険（注１）
を契約していないこと。
⑤ 直接であると間接であることを問わず、その法
人の発行済株式（注２）総数の50％を超える株式
を所有していること。
(2) (1)の規定により、記名子会社となる法人について
は、取得された日または設立された日を初年度契約の
保険期間の初日とします。
（注１） 会社役員賠償責任保険
類似の保険を含みます。
（注２） 発行済株式
議決権のない株式を除きます。
第２条（普通保険約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、会社役員賠償責任保険
普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の
特約条項の規定を適用します。

会社訴訟一部担保特約条項
＜用語の定義（五十音順）＞
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次
の定義によります。
用語
定義
会社法
会社法（平成17年法律第86号）をいい
ます。
第三者委
日本国内において、会社が設置する第
員会
三者委員会をいいます。ただし、次の①
および②に掲げる条件のすべてに該当す
る場合にかぎります。
① 第三者委員会が、日本弁護士連合会
が策定する「企業等不祥事における第
三者委員会ガイドライン（2010年７月
15日策定）」に基づいて設置され、不祥
事の疑いについて調査し、その結果を
ステークホルダーに対して開示するこ
とを目的としていること。
② 第三者委員会の構成員が、過去また
は現在の従業員、取締役、監査役、執
行役、会計参与または執行役員のいず
れにも該当しないこと。
提訴請求
次の①および②に掲げる請求をいい、
会社法以外の法令におけるこれらと同等
の請求を含みます。
① 会社法第847条第１項もしくは第２
項または同第847条の２第１項から第
５項の規定に基づく株主または旧株主
より会社に対する請求で、役員の責任
を追及する訴えの提起の請求
② 会社法第847条の３第１項から第６
項の規定に基づく最終完全親会社等の
株主より会社に対する請求で、役員の
特定責任に係る責任を追求する訴えの
提起の請求
第１条（当会社のてん補責任）
会社役員賠償責任保険普通保険約款（以下「普通
約款」といいます。）第６条（てん補しない損害－そ
の２）⑦の規定にかかわらず、当会社は、被保険者
が会社の役員としての業務につき行った行為（注）
に起因して次の①または②に基づき会社が被保険者
に対して提起した責任追及等の訴えによって被保険
者が被る損害を、普通約款およびこれに付帯される
特約条項に基づきてん補します。
① 提訴請求がなされた場合のその提訴請求
② 第三者委員会による決議
（注）

行為
不作為を含みます。

第２条（てん補しない損害）
当会社は、会社に対してなされた次の①から④に
掲げる提訴請求に起因する損害をてん補しません。
① 他の被保険者、記名法人またはその子会社から
なされた提訴請求
② 記名法人もしくはその子会社の発行した有価証
券を所有する者によってなされた提訴請求。ただ
し、被保険者、記名法人またはその子会社が関与
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③
④

してなされた提訴請求にかぎります。
大株主からなされた提訴請求
会社の発行した有価証券を所有する者によって
なされた提訴請求。ただし、大株主が関与してな
された提訴請求にかぎります。

第３条（てん補責任限度額）
当会社がこの保険契約でてん補する金額は、普通
約款、この特約条項およびその他の特約条項でてん
補する金額の合計額とします。ただし、保険証券記
載の総てん補限度額を限度とします。
第４条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。
信頼回復費用担保特約条項
＜用語の定義（五十音順）＞
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次
の定義によります。
用語
定義
会社法
会社法（平成17年法律第86号）をいい
ます。
株主代表訴
会社法第847条（責任追及等の訴え）
訟
に基づき株主によって提起されたもの
をいい、同法以外の法令におけるこれら
と同様の訴訟を含みます。
広告費用
被保険者が事故の状況説明または信
頼回復を目的とする広告を新聞および
インターネット等に掲載するために負
担する費用をいいます。ただし、あらか
じめ当会社の同意を得たものにかぎり
ます。
コンサルテ
被保険者が負担するコンサルティン
ィング費用
グ業者が行うコンサルティングに関す
る費用をいいます。ただし、通常支出し
ている人件費や弁護士顧問料等は含み
ません。
信頼回復費
コンサルティング費用、広告費用およ
用
びマスコミ対応費用をいいます。
遡及日
保険証券の初年度保険契約開始日欄
に記載の日をいいます。
マスコミ対
被保険者が会社の役員に対してなさ
応費用
れた損害賠償請求に関する情報の開示
等を目的として実施する記者会見等の
マスコミに対応するために負担する費
用をいいます。
第１条（当会社のてん補責任）
当会社は、特約条項が付帯された保険契約におい
て、この保険契約の保険期間中に会社の役員に対し
て損害賠償請求がなされたことによって失われた被
保険者の信頼を回復するために、被保険者が信頼回
復費用を負担することによって被る損害てん補しま
す。ただし、次の①から⑤に掲げる費用を除きます。
① 日本国外での広告宣伝活動に要した信頼回復費
用

②

会社の役員に対してなされた損害賠償請求の発
生の有無にかかわらず、通常要する広告宣伝にか
かる費用
③ 正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用以
上に要した費用
④ 被保険者の役員および使用人等の報酬または給
与
⑤ 通常支出している弁護士顧問料
第２条（被保険者の定義の変更）
この普通約款第３条（用語の定義）③の規定に関
わらず、この特約条項において被保険者とは、会社
の役員および会社をいいます。
第３条（てん補しない損害－その１）
当会社は、会社の役員に対してなされた次の①か
ら⑦に掲げる損害賠償請求に起因する損害について
はてん補しません。
なお、①から⑦の中で記載されている事由または
行為が、実際に生じた、または行われたと認められ
る場合に本条の規定が適用されるものとします。
① 会社の役員が私的な利益または便宜の供与を違
法に得たことに起因する損害賠償請求
② 会社の役員の犯罪行為（注１）に起因する損害
賠償請求
③ 法令に違反することを会社の役員が認識しなが
ら（注２）行った行為に起因する損害賠償請求
④ 会社の役員に報酬または賞与等が違法に支払わ
れたことに起因する損害賠償請求
⑤ 会社の役員が、公表されていない情報を違法に
利用して、株式、社債等の売買等を行ったことに
起因する損害賠償請求
⑥ 次の者に対する違法な利益の供与に起因する損
害賠償請求
ア．政治団体、公務員または取引先の会社役員、
従業員等（注３）
イ．利益を供与することが違法とされるその他の
者
⑦ 遡及日において、会社の役員に対する損害賠償
請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知
っていた場合（注４）に、その状況の原因となる
行為に起因する一連の損害賠償請求
（注１）犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効
の完成等によって刑を科せられなかった行為を
含みます。
（注２）認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由があ
る場合を含みます。
（注３）政治団体、公務員または取引先の会社役員、従
業員等
それらの者の代理人、代表者または家族およ
びそれらの者と関係のある団体等を含みます。
（注４）被保険者が知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある
場合を含みます。
第４条（てん補しない損害－その２）
当会社は、会社の役員に対してなされた次の①か
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ら⑧に掲げる損害賠償請求に起因する損害について
はてん補しません。
なお、①から⑥の中で記載されている事由または
行為については、実際に生じた、または行われたと
認められる場合にかぎらず、それらの事由または行
為があったとの申し立てに基づいて会社の役員に対
して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定
は適用されます。
① 遡及日より前に行われた行為に起因する一連の
損害賠償請求
② 遡及日より前に会社に対して提起されていた訴
訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実
と同一または関連する事実に起因する損害賠償請
求
③ 遡及日より前に会社の役員に対してなされてい
た損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に
起因する一連の損害賠償請求
④ 直接であると間接であるとを問わず、次の事由
に起因する損害賠償請求
ア．汚染物質（注１）の排出、流出、いっ出、漏
出もしくはそれらが発生するおそれがある状態
または汚染物質（注１）の検査、監視、清掃、
除去、漏出等の防止、処理、無毒化もしくは中
和化の指示または要請
イ．核物質（注２）の危険性（注３）またはあら
ゆる形態の放射能汚染
ウ．戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内
乱、武装反乱その他これらに類似の事変または
暴動（注４）
⑤ 次に掲げるものに対する損害賠償請求
ア．身体の障害（注５）または精神的苦痛
イ．財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難（注
６）
ウ．口頭または文書による誹謗、中傷または他人
のプライバシーを侵害する行為による人格権侵
害
⑥ 記名子会社の役員に対する損害賠償請求のうち、
次のいずれかの間に行われた行為に起因する損害
賠償請求
ア．記名子会社が会社法に定める子会社に該当し
ていなかった間に行われた行為
イ．会社法施行前に行われた行為の場合は、記名
法人が直接であると他の子会社を通して間接で
あるとを問わず、その記名子会社の発行済株式
（注７）総数の50パーセントを超える株式を所
有していなかった間に行われた行為
⑦ 他の会社の役員または記名法人もしくはその子
会社からなされた損害賠償請求、および株主代表
訴訟であるか否かを問わず、会社の役員または記
名法人もしくはその子会社が関与して、記名法人
またはその子会社の発行した有価証券を所有する
者によってなされた損害賠償請求
⑧ 大株主（注８）からなされた損害賠償請求また
は株主代表訴訟であるか否かを問わず、大株主（注
８）が関与して、会社の発行した有価証券を所有
する者によってなされた損害賠償請求
（注１）汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を
帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質

をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学
物質、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には
再生利用される物質を含みます。
（注２）核物質
核原料物質、特殊核物質または副生成物をい
います。
（注３）核物質の危険性
放射性、毒性または爆発性を含みます。
（注４）暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、
全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態
をいいます。
（注５）身体の障害
疾病または死亡を含みます。
（注６）財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難
それらに起因する財物の使用不能損害を含み
ます。
（注７）発行済株式
議決権のない株式を除きます。
（注８）大株主
会社の発行済株式（注７）総数につき、保険
証券記載の割合
（会社が複数である場合は、個々
にその割合を算出するものとします。）以上を直
接であると間接であるとを問わず所有する者を
いい、株主権行使の指示を与える権限を有する
者を含みます。
第５条（てん補しない損害－その３）
(1) 当会社は、保険期間中に次の①または②に定める取
引が行われた場合は、取引の発効日の後に行われた行
為に起因する損害賠償請求がなされたことによる損
害についてはてん補しません。
① 記名法人が第三者と合併することまたは記名法
人の資産のすべてを第三者に譲渡すること。
② 第三者が、記名法人を子会社とすること。
(2) 保険契約者または被保険者が、(1)に規定する取引
が行われた事実を遅滞なく当会社に対して書面によ
り通知し、当会社が(1)の規定を適用しないことを書
面により承認した場合は、(1)の規定は適用されませ
ん。
第６条（てん補限度額）
第１条（当会社のてん補責任）の規定により当会
社が支払うべき保険金の額は、一連の損害賠償請求
および保険期間中を通じて1,000万円を限度としま
す。
第７条（保険金の請求）
(1) この特約条項における当会社に対する保険金請求
権は、被保険者が負担した費用の額が確定した時に発
生し、これを行使することができます。
(2) 被保険者が保険金の請求をする場合は、普通約款第
23条（保険金の請求）(2)に規定するもののほか、負
担した費用の額および内容が確認できる書類を当会
社に提出しなければなりません。ただし、当会社がそ
の書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要
はありません。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(2)の書類に事実と異なる記載をした場合または(2)
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の書類または証拠を偽造し、または変造した場合には、
当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差
し引いて保険金を支払います。
第８条（普通約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この
特約条項に反しないかぎり、普通約款およびこの保
険契約に適用される他の特約条項の規定を適用しま
す。
共同保険に関する特約条項
第１条（独立責任）
この保険契約は、引受保険会社（注）による共同
保険契約であって、引受保険会社（注）は、保険証
券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じ
て、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権
利を有し、義務を負います。
（注）

引受保険会社
保険証券記載の保険会社をいいます。以下こ
の特約において同様とします。

第２条（幹事保険会社の行う事項）
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約
の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての
引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事
項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発
行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の
解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係
る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受
領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の
上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る
書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅
の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付ま
たは保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等
の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払およ
び引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随す
る事項
第３条（幹事保険会社の行為の効果）
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①
から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社が
これを行ったものとみなします。
第４条（保険契約者等の行為の効果）
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社
に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保
険会社に対して行われたものとみなします。

保険料分割払特約条項（大口用）
＜用語の定義＞
この特約条項において使用される用語の説明は、
次のとおりとします。
用語
説明
払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
分割追加
保険料
分割保険
料

分割して払い込む各回の追加保険料を
いいます。
保険料を保険証券記載の回数に分割し
た金額をいいます。

第１条（保険料の払込み）
(1) 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および
金額に分割して払い込むこととします。
(2) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第１回
分割保険料を払い込み、第２回以降の分割保険料につ
いては、払込期日までに払い込まなければなりません。
第２条（第１回分割保険料領収前の事故）
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保
険契約者が前条(2)の規定に従い第１回分割保険料
を払い込まない場合は、前条(2)の第１回分割保険料
領収前に生じた事故による損害または傷害に対して
は、保険金を支払いません。
第３条（第２回分割保険料不払の場合の特則）
(1) 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い
込む場合で、第２回分割保険料を払い込むべき払込期
日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由
が、提携金融機関（注）に対して口座振替請求が行わ
れなかったことによる場合においては、第２回分割保
険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第
２回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項
の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われ
なかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由によ
る場合を除きます。
(2) (1)の規定が適用される場合であっても、第３回以
降の分割保険料の払込期日は変更しません。
（注）

提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携して
いる金融機関等をいいます。

第４条（追加保険料の分割払）
当会社が第８条（保険料の取扱い）の規定による
追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会
社の定めるところにより、分割して払い込むことが
できます。この場合、第２回以降の分割追加保険料
については、当会社が保険料の請求を行った日以後
到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込ま
なければなりません。
第５条（分割保険料および分割追加保険料不払の場合の
免責）
(1) 保険契約者が第２回以降の分割保険料または分割
追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末ま
でに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払
込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷
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害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料または分割追加保険
料の払込みを怠ったことについて故意および重大な
過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、
「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期
日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約
条項の規定を適用します。

ア. ①アによる解除の場合は、その
分割保険料または分割追加保険料
を払い込むべき払込期日
イ. ①イによる解除の場合は、次回
払込期日
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に
対する書面により解除の通知を行います。

第６条（追加保険料の払込み）
(1) 当会社が第８条（保険料の取扱い）の規定による追
加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額
または第１回分割追加保険料を遅滞なく払い込まな
ければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が第８条（保険料の取扱い）
の表の①または②の規定による追加保険料の支払を
怠った場合（注）は、保険契約者に対する書面による
通知をもって、この保険契約を解除することができま
す。
(3) 第８条（保険料の取扱い）の表の①または②の規定
による追加保険料を請求する場合において、(2)の規
定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、
保険金を支払いません。この場合において、既に保険
金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求
することができます。ただし、同条の表の②に該当す
る場合は、通知義務の対象となる事実が生じたときに
おける、その事実が生じた時より前に発生した事故に
よる損害または傷害については、この規定を適用しま
せん。
(4) 保険契約者が第８条（保険料の取扱い）の表の③の
規定による追加保険料の払込みを怠った場合
（注）は、
当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害
または傷害に対しては、契約内容変更の承認の請求が
なかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯
される他の特約に従い、保険金を支払います。

第８条（保険料の取扱い）
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料
の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保
険約款の保険料の返還または請求に関する規定にか
かわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険
料を返還または請求します。
保険料の返還
事由
または請求方法
① 普通保険約款第10条
変更前の保険料率と変
（告知義務）(1)により 更後の保険料率との差に
告げられた内容が事実
基づき計算した保険料を
と異なる場合におい
返還または請求します。
て、保険料率を変更す
る必要があるとき
② 普通保険約款第11条
変更前の保険料率と変
（通知義務）(1) の通
更後の保険料率との差に
知に基づいて、保険料
基づき計算した保険料を
率を変更する必要があ
返還または請求します。
る場合
③ ①および②のほか、
変更前の保険料率と変
保険契約締結の後、保
更後の保険料率との差に
険契約者が書面をもっ
基づき計算した保険料を
て契約内容変更の承認
返還または請求します。
の請求を行い、当会社
がこれを承認する場合
④ この保険契約が失効
ア．保険料が賃金、入場
または解除（注１）と
者、領収金、売上高等
なった場合
に対する割合によって
定められる場合
既に払い込まれた保
険料と失効または解除
の日までの期間に対す
る保険料（注２）との
差額を返還または請求
します。
イ．保険料がア以外によ
って定められる場合
未経過期間に対応す
る保険料と未払込分割
保険料（注３）との差
額を返還または請求し
ます。
⑤ 前条(1)の規定によ
既に払い込まれた既経
り、この保険契約が解
過期間に対応する保険料
除となった場合
は返還しません。

（注）

追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求
をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払
がなかった場合にかぎります。

第７条（分割保険料または分割追加保険料不払の場合の
解除）
(1) 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険
契約を解除することができます。この場合の解除は、
次の②に定める時から将来に向かってのみその効力
を生じます。
① 当会社が
ア. 払込期日の属する月の翌月末ま
保険契約を
でにその払込期日に払い込まれる
解除できる
べき分割保険料または分割追加保
場合
険料の払込みがない場合
イ. 払込期日までに、その払込期日
に払い込まれるべき分割保険料ま
たは分割追加保険料の払込みがな
く、かつ、その翌月の払込期日（以
下「次回払込期日」といいます。）
までに、次回払込期日に払い込ま
れるべき分割保険料または分割追
加保険料の払込みがない場合

②

解除の効
力が生じる
時

（注１）解除
⑤の場合を除きます。
（注２）失効または解除の日までの期間に対する保険料
解除の場合において、この保険契約で定めら
れた最低保険料に達しないときは、その最低保
険料とします。
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（注３）未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険
料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額
を差し引いた額をいいます。
第９条（準用規定）
この特約条項に定めのない事項については、この
特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款お
よびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用し
ます。

定める口座振替によって払い込む場合で、第２回分割
保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを
怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対
して口座振替請求が行われなかったことによる場合
においては、第２回分割保険料の払込期日の属する月
の翌月の応当日をその第２回分割保険料の払込期日
とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、
口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の
責に帰すべき事由による場合を除きます。
(2) (1)の規定が適用される場合であっても、第３回以
降の分割保険料の払込期日は変更しません。

保険料分割払特約条項（一般用）
＜用語の定義（五十音順）＞
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次
の定義によります。
用語
定義
提携金融機
当会社と保険料口座振替の取扱いを
関
提携している金融機関等をいいます。
指定口座
保険契約者の指定する口座をいいま
す。
払込期日
口座振替の方法で払い込む場合は、提
携金融機関ごとに当会社の定める期日
をいい、口座振替以外の方法で払い込む
場合は、契約締結の際に指定した期日を
いいます。
分割保険料
保険料を保険証券記載の回数に分割
した金額をいいます。
第１条（保険料の払込み）
(1) 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および
金額に分割して払い込むこととします。
(2) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第１回
分割保険料を払い込み、第２回以降の分割保険料につ
いては、払込期日までに払い込まなければなりません。
第２条（第１回分割保険料領収前の事故）
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保
険契約者が前条(2)の規定に従い第１回分割保険料
を払い込まない場合は、前条(2)の第１回分割保険料
領収前に生じた事故による損害または傷害に対して
は、保険金を支払いません。
第３条（保険料の払込方法に関する特則）
(1) 保険契約者は、第２回以降の分割保険料を口座振替
の方法により払い込むことができます。この場合は、
保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件を
いずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等が
なされていること。
(2) 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口
座からの口座振替による分割保険料の払込みがその
休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込
期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額
を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第４条（第２回分割保険料不払の場合の特則）
(1) 保険契約者が第２回以降の分割保険料を前条(1)に

第５条（分割保険料不払の場合の免責）
(1) 保険契約者が第２回以降の分割保険料について、払
込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠っ
た場合は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じ
た事故による損害または傷害に対しては、保険金を支
払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったこ
とについて故意および重大な過失がなかったと当会
社が認めた場合は、当会社は、
「払込期日の属する月
の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」
に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第６条（第２回以降分割保険料領収前事故の特則）
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日
までに払い込むべき第２回以降の分割保険料の払込
みを怠っていた場合において、被保険者または保険
金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込
期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支
払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既
に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全
額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保
険金を支払います。
第７条（追加保険料の払込み）
(1) 当会社が第９条（保険料の取扱い）の規定による追
加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額
を一括で払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が第９条（保険料の取扱い）
の表の①または②の規定による追加保険料の払込み
を怠った場合（注）は、保険契約者に対する書面によ
る通知をもって、この保険契約を解除することができ
ます。
(3) 第９条（保険料の取扱い）の表の①または②の規定
による追加保険料を請求する場合において、(2)の規
定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、
保険金を支払いません。この場合において、既に保険
金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求
することができます。ただし、同条の表の②に該当す
る場合は、通知義務の対象となる事実が生じた時にお
ける、その事実が生じた時より前に発生した事故によ
る損害または傷害については、
この規定を適用しませ
ん。
(4) 保険契約者が第９条（保険料の取扱い）の表の③の
規定による追加保険料の払込みを怠った場合
（注）は、
当会社は、追加保険料の領収前に生じた事故による損
害または傷害に対しては、契約内容変更の承認の請求
がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付
帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
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事由
（注）

追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求
をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込
みがなかった場合にかぎります。

第８条（分割保険料不払の場合の解除）
(1) 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険
契約を解除することができます。この場合の解除は、
次の②に定める時から将来に向かってのみその効力
を生じます。
① 当会社が ア. 払込期日の属する月の翌月末まで
保険契約を
にその払込期日に払い込まれるべき
解除できる
分割保険料の払込みがない場合
場合
イ. 払込期日までに、その払込期日に
払い込まれるべき分割保険料の払込
みがなく、かつ、その翌月の払込期
日（以下「次回払込期日」といいま
す。）までに、次回払込期日に払い込
まれるべき分割保険料の払込みがな
い場合
② 解除の効 ア. ①アによる解除の場合は、その分
力が生じる
割保険料を払い込むべき払込期日
時
イ. ①イによる解除の場合は、次回払
込期日
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に
対する書面により解除の通知を行います。
第９条（保険料の取扱い）
次の①から⑤のいずれかの事由により保険料の返
還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約
款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわ
らず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を
返還または請求します。
事由
保険料の返還
または請求方法
①
普通保険約款第10
変更前の保険料率と変
条（告知義務）(1)に 更後の保険料率との差に
より告げられた内容 基づき計算した保険料を
が事実と異なる場合 返還または請求します。
において、保険料率
を変更する必要があ
るとき
②
普通保険約款第11
変更前の保険料率と変
条（通知義務）(1)の 更後の保険料率との差に
通知に基づいて、保 基づき計算した保険料を
険料率を変更する必 返還または請求します。
要がある場合
③
①および②のほ
変更前の保険料率と変
か、保険契約締結の 更後の保険料率との差に
後、保険契約者が書 基づき計算した保険料を
面をもって契約内容 返還または請求します。
変更の承認の請求を
行い、当会社がこれ
を承認する場合
④
この保険契約が失 ア．保険料が、賃金、入場
効または解除（注１）
者、領収金、売上高等に
となった場合
対する割合によって定
められる場合
既に払い込まれた保

⑤ 前条(1)の規定によ
り、この保険契約が
解除となった場合

保険料の返還
または請求方法
険料と失効または解除
（注１）の日までの期間
に対する保険料（注２）
との差額を返還または
請求します。
イ．保険料がア以外によっ
て定められる場合
未経過期間に対応す
る保険料と未払込分割
保険料（注３）との差額
を返還または請求しま
す。
既に払い込まれた既経
過期間に対応する保険料
は返還しません。

（注１）解除
⑤の場合を除きます。
（注２）失効または解除（注１）の日までの期間に対す
る保険料
解除（注１）の場合において、この保険契約
で定められた最低保険料に達しないときは、そ
の最低保険料とします。
（注３）未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険
料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額
を差し引いた額をいいます。
第10条（準用規定）
この特約条項に定めのない事項については、この
特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款お
よびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用し
ます。
初回保険料の口座振替に関する特約条項
＜用語の定義（五十音順）＞
この特約条項において、次に掲げる用語は、それ
ぞれ次の定義によります
用語
定義
指定口座
保険契約者の指定する口座をいいま
す。
初回保険
保険料をいい、この保険契約に保険料
料
分割払特約条項が適用されている場合は
第１回分割保険料をいいます。
初回保険
提携金融機関ごとに当会社の定める期
料払込期
日をいいます。
日
提携金融
当会社と保険料口座振替の取扱いを提
機関
携している金融機関等をいいます。
第１条（特約条項の適用）
(1) この特約条項は、保険契約締結の際に、当会社と保
険契約者との間に、
あらかじめ初回保険料を口座振替
の方法により払い込むことについての合意がある場
合に適用されます。
(2) この特約条項は、次の①および②に定める条件をい
ずれも満たしている場合に適用します。
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① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関
に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会
社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険
期間の初日の前日までになされていること。
第２条（初回保険料の払込み）
(1) 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指
定口座から当会社の口座に振り替えることによって
行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該
当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払
込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、
当会
社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみ
なします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初
回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなけれ
ばなりません。
(4) 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込
みを怠った場合において、その払込をみを怠った理由
が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなか
ったことによる場合においては、初回保険料払込期日
の属する月の翌日の応当日をその初回保険料払込期
日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。
ただ
し、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者
の責に帰すべき事由による場合を除きます。

続に関する特約条項の規定により継続される場合は、
継続された保険契約については、この特約条項を適
用しません。
第６条（準用規定）
この特約条項に定めのない事項については、この
特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款お
よびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用し
ます。

第３条（初回保険料払込み前の事故）
(1) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない
場合は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込
期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場
所に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属す
る月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合は、
この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれ
に付帯される他の特約条項に定める保険料領収前に
生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3) 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌
月末までに初回保険料の払込みを怠った場合におい
て、その払込みを怠ったことについて故意および重大
な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、
「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるの
を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」
と読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
(4) (2)の規定により、被保険者が、初回保険料払込み
前の事故について保険金の支払を受ける場合は、
その
支払を受ける前に、
保険契約者は初回保険料を当会社
に払い込まなければなりません。
第４条（解除－初回保険料不払の場合）
(1) 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末
までに初回保険料の払込みがない場合は、この保険契
約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に
対する書面によりその旨を通知します。この場合の解
除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を
生じます。
第５条（自動継続契約への不適用）
この特約条項が付帯された契約が、保険契約の継
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