もしもの災害・事故による資産の損害や
利益損失に備えたい方に
平成28年4月以降 保険 始期用

MS&ADインシュアランスグループは、
サッカー日本代表を応援しています。

ひとつの保険契約で企業の資産をまるごと補償！

企業財産
包括保険

1 枚 の保険証券 でまとめて補償

支払限度額設 定による合理的な保険設計
リスク実態に合わせて 保険料を削減

企業財産包括保険 ３つ の特長

ひとつの保険契約で

災害・事故などによる

資産の損害や
利益損失をまるごと補償

その1

包括化によるメリット
保険の管理がしやすい
すべての物件を同一の補償内容、
保険期間で補償するため、
保険の更改手続きが一度で済みます。
補償内容が統一されるため、
見直しの際などの保険管理が簡単です。

特殊包括割引10％の適用も

企業が所有する事務所・店舗・社宅・設備等をはじめとする資産の損害はもちろん、
休業中の利益損失や営業継続にかかる費用を補償します。

建物・動産の合計保険金額が10億円以上で、
一定の条件に合致した場合、
特殊包括割引10％が適用されます。

追加物件＆変動在庫も自動的に補償
保険期間中に新たに取得した物件※や変動在庫を自動的に補償するため、
保険の付保モレの心配がありません。

※自動的に補償する物件には、保険価額が50億円以下等の適用条件があります。

社宅

建物・設備を追加した場合の例
厚生施設 等

始期日
10月1日

工場
本社ビル/営業所

保険金額10億円で
ご契約

資産の損害
●物 件 種 別 ※ にかかわ
らず包括して補償

店舗

保 険の対 象

倉庫

建物・設備
の場合

商品・製品等
の場合

12月1日

2月末日までは通知を
いただかなくても自動的に補償
保険期間中に保険価額
2億円の工場を新設

2月末日
この期間内に通知をいただいた場合、
保険期間満期日※1まで補償されます。

満期日
10月1日
追加物件の
保険料精算

保険期間中に中途取得した物件
（追加物件）
について、
ご契約時の保険証券合計保険金額の20％または50億円のいず
れか低い額を限度として、
追加物件の取得日から翌々月末日までに発生した損害を自動的に補償します。
更に、
翌々月末
日までに通知をいただくことにより、
保険期間満期日※1まで補償します。
在庫高が増加した
保険期間中に在庫高が変動した際も、
ご契約時に定めた協定保険価額※2が自動的に修正されるため、
場合でも付保モレなく補償されます。
ただし、
お支払いする保険金の額はご契約時に定めた支払限度額が限度となります。

※1この保険契約が長期契約の場合は次の始期応当日
（最後の契約年度の場合は保険期間満了時）
とします。
※2お客さまからの申告等に基づき当社との間で協定した保険価額をいいます。詳細はP7記載のご契約金額の設定について「資産の損害の補
償」
をご確認ください。

休業中の利益損失
&営業継続費用
●事故後の休業に伴う利益損失や
経常費の備え
●事故後も生産活動を継続するた
めに追加で発生する費用の備え

1枚の
保険証券で
まとめて補償

オ プ ション 特 約
●各種特約を追加し、
さまざま
なニーズに対応
●ニーズに応じて補償範囲
を選択

※住宅物件、一般物件、工場物件、倉庫物件をいいます。
（注）企業財産包括保険は保険金額が原則10億円以上の場合に契約いただけます。保険金額の設定についてはP7記載のご契約金額の設定について「資産の損害の補償」をご覧ください。

さらに「緊急処置費用補償特約」が自動セットされ被災設備等修復サービスが利用できます。
緊急処置費用補償特約は、火災、水災等（ご契約時に設定していただいた契約条件で補償の対象となる事故
に限ります）
により罹災し、保険の対象である建物、機械、設備等のさびまたは腐食等による損害の発生また
は拡大を防止するために、当社の指定する災害復旧専門会社（リカバリープロ社）
による緊急処置（損害の発
生または拡大を防止するために必要または有益である処置にかぎります）が行われた場合に、1事故につき
5,000万円を限度に、その緊急処置費用※を補償する特約です。
※財物の補償でお支払いする損害保険金、費用等を除きます。
（注）
この特約はすべてのお客さまにサービスをご提供することをお約束するものではありません。
また、大規模災害時等の場合には、
ご提供できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
り

「緊急処置費用
補償特約」とは

1

＜リカバリープロ社とは＞
リカバリープロ株式会社は、火災、水災等か
らの災害復旧支援を行う世界的な災害復旧
り
専門会社です。火災等で罹災した建物・機械
設備の煙・腐食性ガス・すす等による汚染の
調査、汚染除去を行います。従来は新品交
換する以外に方法がなかった機械、設備等
り
を罹災前の機能・状態に復旧し、事業の早期
復旧を支援します。

その2

支払限度額等の設定による合理的な保険設計

リスク実態にあわせた1事故支払限度額・免責金額を設定して契約いただきます。
お客さまのニーズに応じ、
補償リスクごとの支払限度額・免責金額を決めていただきます。

その3

リスク評価割引による保険料の削減

火災予防対策や管理体制が優れている物件に対して、物件の規模等に応じ、最大40％※の「リスク評価割引」が適用できます。
「リスク評価割引」の適用に際しては、当社による調査を行った後に防火管理状況などに応じて割引率※を決定させていただきます。
財物の補償だけでなく、利益損失の補償、営業継続費用の補償部分にも割引が適用されます。
※安全管理状況・過去の損害状況により、割引率は異なります。

2

貴社に合わせたムダなく合理
資産規模やリスク実態に合わせた保険設計をすることで、保険料の削減を図ります。

補償範囲の選択

資産の損害

支払限度額・免責金額の設定

休業中の利益損失&営業継続費用

必要な範囲だけをムダなく補償

火災、落雷、破裂・爆発

普通保険約款

ひょう

総合

台風によってビルの
窓ガラスが割れた など

水災

大雨によってビルが水浸しに
なってしまった など

（損害保険金については
損害の額が20万円以上の場合）

偶然かつ外来の事故に直接起因しない
不測かつ突発的な電気的・機械的事故

※1

※2

最大70%

×

×

×

※2

以外の

不測かつ
突発的な
事故

ウ 盗難、盗難による損傷・汚損※3

※4

じょう

エ 騒擾・労働争議に伴う暴力・破壊行為
オ 破損・汚損など

×
×

イ 給排水設備の事故等による水ぬれ
〜

×

×

建物等に隣接するアーケードや建物に通じる
袋 小 路などが 損 害 を 受けたことにより休 業
した場合

3

1回の火災事故で、
すべての物件が
損害を被る可能性は
低いと
予想されます。

1事故あたりの支払限度額を設定することで、
保険料を削減することが可能です。

（免責金額の設定）
1 事 故 あたりの 免 責 金 額を設 定することで、
軽 微 な 損 害 を 補 償 対 象 外とし、そ の 分 保 険
料を削減するという選択も可能です。
免責金額の設定にあたっては、事故発生の場合
にお客さまの自己負担が生じますので、慎重に
お決めください。
（注）
「電気的・機械的事故」および、
「不測かつ突発的な事故」につ
いては免責金額5万円が標準設定されます。なお、
「電気的・
機械的事故」および「不測かつ突発的な事故」の免責金額に
ついては、
「火災、落雷、破裂・爆発」
「風災・雹災・雪災」
「水災」
と同様に設定しないこともできます。

工場B

複数敷地内でのご契約で、最も大きい敷地内の
保険価額が10億円の場合の設定例

火災
落雷
破裂
爆発

風災
雹災

ひょう

雪災

20万円
以上の
損害の場合

水災

リスク実態に合わせて割引を適用

※1 保険価額の30％以上の損害が発生した場合または床上浸水
（居住の用に供する部分の床を超える浸水をいい、
土間、
たたきの類を除きます）
もしくは地盤
面より45cmを超える浸水による損害が発生した場合などにお支払いの対象となります。
※2 保険契約者、
被保険者が所有または運転する車両もしくは積載物の衝突・接触によって生じた損害は、
建物に定着した板ガラスに生じた破損の損害を除き
補償の対象外です。
この補償が必要な場合、
「車両またはその積載物による衝突危険補償特約」
のセットが必要となります
（ただし、
「補償範囲限定特約
（総合）
」
のセットされた契約にはセットすることはできません）
。
※3 業務用の現金・預貯金証書等、
および貴金属・美術品等の盗難による損害は補償の対象外です。
これらの補償が必要な場合、
「業務用通貨等盗難補償特約」
の
セットが必要となります。
※4 商品・製品等の盗難による損害に対する補償が必要な場合
「商品・製品等盗難危険補償特約」
のセットが必要となります。

電気的・
機械的
事故

不測かつ
突発的な
事故

5

2

免責金額5万円

×

建物等に接続する電気、ガス、熱、水道、工業
用水道、電信・電話が不測かつ突発的な事由に
よって中断したことにより休業した場合

支払限度額
（億円）
10
8

リスク評価割引

敷地外ユーティリティ設備の事故

本社ビル

工場A

ひょう

資産の損害

工場D

工場C

×

（注）
休業中の利益損失または営業継続費用を補償する場合には、上記の補償の他に、補償範囲限定特約のセットの有無にかかわらず
下記❻❼の事故についても補償します。

隣接事故

工場E

（支払限度額の設定）

台風による風災や水災の場合は、1回の事故で
複数の物件に損害が発生する可能性もありま
す。万一の損害に備え、予想される最大損害額
をベースに検討ください。

エアコンの電気回線がショート
して使用できなくなった など

ア 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等

上記

基本

ビルや工場が燃えてし
まった など

風災・雹災・雪災

資産の損害

合理的な保険設計

補償範囲限定特約
（総合）
または補償範囲限定特約
（基本）
をセットすることにより、
補償範囲を限定することもできます。
お支払いの対象となる事故

的な保険設計を実現します！

休業中の利益損失&営業継続費用

所有物件の火災予防対策や防災管理状況等の
リスク実態により、
リスク評価割引を適用します。
リスク評価割引は物件の規模等に応じて、
「リスク
評価割引A」
「リスク評価割引B」のいずれかの
適用可否を判定します。
判定にあたっては、
当社の
調査担当者が実地調査を行います。

リスク評価割引A

リスク評価割引B

最大 40％

最大 30％

ISO14000、
エコアクション21等の認証を取得している
〈主なリスク評価割引判定項目〉・ISO9000、
・公設消防水利の有無・最寄りの消防署までの距離・過去5年以上、
保険金を受け取るような事故が発生していない など

4

休業中の

ニーズに合わせてさまざまな

利益損失＆
オプション特約を
営業継続費用も補償します！ 設定できます！

万一事故が発生した場合の休業による
「営業利益の減少」
「人件費などの経常費
（固定費）
の負担」
「仮事務所や機械をリースするなどにより営業を継続するために必要となる追加費用」
を補償します。

補償内容※

各種特約を追加することで、
よりきめ細かい保険設計が可能です。

補償内容の追加

休業中の利益損失&営業継続費用

利益損失の補償

オ プ シ ョン 特 約

ひょう

事故により休業した場合の「喪失利益」
と
「収益減少防止費用」
を補償します。

風災・雹災・雪災による損害では、
敷地内の損害の額が20万円未満の場合は補償されま
せん。
この特約をセットした場合、敷地内の損害の額が20万円未満の場合でも、免責金
額3千円を差し引いて保険金をお支払いします。
（注）
ただし、
20万円以上の損害が発生した場合には、
本特約のセットにより損害保険金が
3千円少なくなります。

風災等支払
方法変更特約

（免責金額3千円）

営業収益
（売上高または生産高）
比例費
（非経常費）

経常費
（固定費）

主なオプション特約を記載しています。

営業利益

収益減少防止費用

利益保険金で補償

業務用通貨等
盗難補償特約
じゅう

（注1）
保険の対象が
「設備・什器等」
を含む場合にこの特約をセット
できます。
（注2）
「補償範囲限定特約（基本）」がセットされている
場合には、
この特約をセットできません。

〈利益率＝
（営業利益＋経常費）
÷営業収益〉
（注）
営業損失が発生した場合は右記算式となります。利益率=
（経常費−営業損失）
÷営業収益
お支払いする保険金 の 計 算 方 法

利益保険金 ＝ 喪失利益 ＋ 収益減少防止費用 − 免責金額 − 免責時間（下表）中に発生した利益損失
事故の種類

火災、
落雷、
破裂・爆発

左記以外の事故

免責時間

なし

24時間

借家人賠償
責任補償特約 ※1

借家人である被保険者が火災、
破裂または爆発の事故によって借用建物に損害を与えた結
果、
貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害を補償します。
同一法人が借用する多数の社宅、
事務所、
店舗等について、
包括的に借家人賠償責任を補
償することもでき、
追加物件があった場合でも自動補償により付保モレの防止が可能です。

修理費用
補償特約 ※1

借家人賠償責任補償特約がセットされた契約にセットする特約で、
火災、
落雷、
破裂・爆発
のほか、借用住宅の外部からの物体の落下・飛来・衝突等、建物内部での車両等の衝突
や借用住宅に損害が生じた場合、貸主との契約に基づき自己の費用で修理した場合の
修理費用を補償します。なお、壁、柱、床、
はり、屋根、階段等の建物の主要構造部や借用
住宅の居住者の共同の利用に供せられるもの※2に対する費用は対象になりません。

敷地外ユーティリティ設備の事故
24時間

（注）事故が発生した時からご契約時に決めていただいた約定補償期間を経過する時までに生じた利益損失に対し、支払限度額
を限度にお支払いします。

営業継続費用の補償

事故により営業の継続に支障をきたす場合に、仮店舗を借りるなど
「追加費用」
を補償します。
お支払いする保険金 の 計 算 方 法

普通保険約款では補償されない業務用の通貨・預貯金証書等の盗難による損害や貴金
属・美術品等の盗難による損害等を補償する特約です。
補償範囲限定特約（総合）がセットされている場合とされていない場合で補償内容が異
なります。

家賃補償特約

※1

火災、落雷、破裂・爆発の事故によって、賃貸用建物が損害を受けた結果生じた家賃の
損失を補償します。
家賃月額や約定復旧期間は、保険契約締結時に定めます。

営業継続費用保険金 ＝ 営業継続費用 − 利益保険金としてお支払いする収益減少防止費用 − 免責金額
（注）
事故が発生した時から復旧期間12か月を経過する時までに生じた営業継続費用に対し、
支払限度額を限度にお支払いします。

食中毒・
特定感染症
利益補償特約
（注）
利益保険金を補償する場合にこの特約をセット
いただけます。

※利益保険金対象外特約
（企業財産包括保険用）
、
営業継続費用対象外特約
（企業財産包括保険用）
をセットすることにより、
利益保険金・営業継続費用保険金
を補償対象外とすることができます。
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［対象業種］
旅館・ホテル、
料理飲食店、
給食施設、
仕出屋・弁当屋、
食品製造業、
食品販売業

施設内で食中毒事故等が発生し、営業が休止または阻害されたことによる利益損失を
補償します。
主契約の利益保険金の補償とは別に、
この特約の保険金額を設定します。

※1保険契約締結時に借用戸室
（家賃補償特約の場合は賃貸建物）
が50以上ある場合は、
この特約保険料に対し10％の割引が適用されます。
※2玄関、
ロビー、
廊下、
昇降機、
便所、
浴室、
門、
塀、
垣、
給水塔等をいいます。
6

ご契約金額の設定について
資産の損害の補償

お支払いする保険金および費用保険金のご説明
企業財産包括保険の主な補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳細は「普通保険約款・特約」をご確認ください。
（注）
下表は企業財産包括保険普通保険約款および企業財産包括保険包括契約特約に基づく補償内容の概要です。
補償範囲限定特約
（総合）
や補償範囲限定
特約
（基本）
をセットした場合など、
セットされる特約によっては補償内容が下表と異なる場合があります。
詳細は
「普通保険約款・特約」
をご確認ください。

資産の損害

ご契約時にお客さまより保険の対象の取得価額や取得年次などを提示いただき、当社との間で、下記のとおり保険
価額を協定します。協定いただいた保険価額（「協定保険価額」
といいます）の合計額が保険金額となります。
じゅう

再調達価額（新価） または時価
額 ※ 2 のいずれかで協定いただき
ます。
再調達価額（新価）で協定いただ
いた場合、新価割引５％が適用さ
れます。

ご契約時に把握可能な最近の会計年度における平均在庫価額で
協定いただきます。平均在庫価額の算出方法は次の①〜③のい
ずれかとなります。
①直近会計年度の毎月末の在庫価額の合計÷12
②各四半期末の在庫価額の合計÷4
③期初と半期末の在庫価額の合計÷2

利益損失の補償

当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない
場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険
の対象の再調達価額の 90％に相当する額を限度とします。
※4 建物および設備・什器等のご説明となっております。
○建物の保険価額は、土地代を除いて設定ください。
○他にご加入の火災保険契約がないか、必ずご確認ください。詳しい内容は
代理店・扱者または当社までお問合わせください。
じゅう

❶火災、落雷、破裂・爆発
❷ 風災・雹 災・雪災（敷地内の損害の額が
20万円以上の場合に限ります）※
ひょう

❸水災

不測かつ突発的な電気的・機械的事故

計算方法

ご契約時に把握可能な最近の会計年度の損益計算書（製造業の場合は、損 年間営業収益 × 約定補償率 ＝ 保険価額
益計算書・製造原価報告書）をもとに、保険価額を設定させていただきます。
2

●営業収益・経常費・営業利益の確認
●利益率を算出
営業収益とは・製造業：生産高
・販売業/サービス業：売上高

お客さま

●約定補償率を
決定

・利益率の範囲内で
設定

3

4

●保険価額を
確定

お客さま

払込方法について

保険料の

保険料の払込方法（主なもの）
は次のとおりです。保険期間は1年から5年の整数年に限ります。
ただし、利益損失また
は営業継続費用を補償する場合は1年に限ります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。

１年一時払
1年

一般分割払
※5
（月払）
大口分割払※6

2年から
5年

7

長期年払※7
長期一括払※8

概要
・保険料の全額を一括して払い込む方法です。
・保険料の払込方法は、
直接集金またはキャッシュレスでの払込みとなります。
・月払で払い込む方法です。 ・保険料割増が適用されます。
・分割保険料の払込方法は口座振替となります
（ただし、
初回保険料の払込方法は直接集金とすることができます）
。
・所定の分割回数で払い込む方法です。
・年間保険料が20万円以上の場合で地震保険をセットしないなど所定の条件を満たすときに選択いただけます。
（ただし、
口座振替とすることができるのは、
分割回数が12回の場合に限ります）
。
・分割保険料の払込方法は直接集金または口座振替となります
・年払で払い込む方法です。
・保険料の払込方法は口座振替となります
（ただし、
初回保険料の払込方法は直接集金とすることができます）
。
・保険料の全額を一括して払い込む方法です。
・保険料の払込方法は、
直接集金またはキャッシュレスでの払込みとなります。

※5「保険料一般分割払特約」がセットされます。
※6「保険料大口分割払特約」がセットされます。

※7
「長期保険料年払特約」
がセットされます。
※8
「長期保険料一括払特約」
がセットされます。

損害保険金が支払われる場合

保険金額
保険価額

（注1）
損害の額は、
保険の対象の保険価額によって定めます。
（注2）
保険価額については、
保険契約者からの申告等に基づき当社との間で協定します。
（注3）
保険価額の協定基準は、保険の対象が建物・設備等（建物、機械、設備・装置、器具、工具、什器また
は備品をいいます）の場合は「再調達価額※1」または「時価額※2」、商品・製品等（商品、原料、材料、
製品、半製品、仕掛品、副産物および副資材をいいます）の場合は「平均在庫価額」で定めます。な
お、商品・製品等が保険の対象の場合、在庫の変動に伴い協定保険価額は自動的に修正されます。
（注4）
保険金額は、
「建物・設備等」
「商品・製品等」
ともに協定保険価額の合計額とします。
（注5）
お支払いする保険金の額は、
「協定基準によって定めた損害の額−免責金額」
「
、保険の対
象の協定保険価額」
または
「支払限度額」
のいずれか低い額となります。
（注6）保険金額が保険価額に満たない場合は、お支払いする保険金の額が（注5）に定める額
より少なくなる場合があります。
（注7）
保険価額を超えて契約されても、
保険価額を超えた部分は保険金をお支払いできません。
じゅう

※1「再調達価額」とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または
再取得するのに要する額をいいます。
※2損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使
用による消耗、経過年数等に応じた減価額 ※3を差し引いた額をいいます。※4
※3保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているとき
は、その保険の対象の再調達価額の50％に相当する額を限度とします。ただし、保険の対
象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、そ
の保険の対象の再調達価額の90％に相当する額を限度とします。
※4 建物、家財および設備・什器等のご説明となっております。
じゅう

損害保険金×30％
（注）1事故・1敷地内につき、500万円が限度となります。

残存物取片づけ費用保険金

残存物取片づけ費用の額
損害保険金が支払われる場合で、残存物の取
（注）損害保険金×10％が限度となります。
片づけに必要な費用を支出したとき

・保険価額×1％以上で
1事故支払限度額を決定

営業継続費用

払込方法

臨時費用保険金

●支払限度額・免責金額を決定
●約定補償期間
（1〜12か月）
を決定

事故が発生した場合に、通常の営業および生産活動を継続するために必要となる費用をご契約時にお見積りし、
その見積額を基準に1事故・1敷地内あたりの支払限度額をお決めいただきます。
全敷地内で同一の支払限度額の設定となりますので、事業中断が発生した場合、最も追加費用が発生する事業所
を基準に支払限度額をご検討ください。なお、復旧期間は１２か月となります。

保険期間

❺上記❶〜❹以外の不測かつ突発的な事故

失火見舞費用保険金

費用保険金等

営業継続費用の補償

ひょう

じん

❹ 偶然かつ外来の事故に直接起因しない

休業中の利益損失

1

※建物内部およびその収容動産の損害については、
建物の外壁、屋根、窓・扉等が風災・雹災・雪災によ
って破損し、その破損部分から建物の内部に吹き
込むことによって生じた損害（風、雨、雪、雹または
砂塵その他これらに類するものの吹込みによって
生じた損害を含みます）に限ります。

損害保険金 および 費用保険金等

お支払いする保険金の計算
（損害の額−免責金額）×

ひょう

損害保険金

商品・製品等

※1 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または
再取得するのに必要な額をいいます。
※2 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であっ
て、再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額※3 を
差し引いた額をいいます。※4
※3 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管
理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の 50％に相

保険金をお支払いする場合

（消防または避難に必要な処置による損害を含みます）

建物／設備・什器等
※1

1 建物・動産に損害が生じた場合の補償

被災世帯数×20万円
火災、破裂・爆発の事故により他人の所有物に
（注）1事故につき、事故が生じた敷地内の保険金額×20％が限度となります。
損害を与えた場合

地震火災費用保険金

保険金額※×支払割合（５％）
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする
火 災により建 物 が 半 焼 以 上または 屋 外 設 備・ （注1）1事故・1敷地内につき、住宅物件、一 般物件の場合は300万円、工場物件の場合は
2,000万円が限度となります。
装置の損害の額が保険価額の50%以上となった
場 合（ 動 産 が 保 険 の 対 象 の 場 合 は 、収 容 する （注2）保険の対象が倉庫物件の場合は、地震火災費用保険金をお支払いしません。
※保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
建物、屋外設備・装置の損害状況によります）

修理付帯費用保険金

修理付帯費用の額

損害保険金が支払われる場合で、保険の対象 （注）1事故・1敷地内につき、その敷地内の総保険金額 ※×30％または5,000万円のいずれか
の復旧にあたり、当社の承認を得て必要かつ
低い額が限度となります。
有益な費用を支出したとき
※保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。

損害防止費用

上記❶の事故で損害の発生および拡大の防止
のために、必要または有益な費用を支出した
場合

損害防止費用の額×

保険金額
保険価額

（注）保険金額から上記❶の損害保険金を差し引いた額または実費が限度となります。

（注）上記の保険金等のほか、自動セットされる「緊急処置費用補償特約」による緊急処置費用保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合

〈上記❶〜❺の事故に共通の項目〉
○保険契約者、被保険者、これらの法定代理人の故意・重過失・法令違反
○戦争、革命、内乱、暴動等
○地震、噴火またはこれらによる津波（地震火災費用保険金は除きます）
○核燃料物質などに起因する事故
○保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害
〈上記❺の事故固有の項目〉
○差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使による
損害（消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます）
○加工・製造中の動産の加工・製造に起因して生じた損害
○保険の対象に対する修理等の作業上の過失・技術の拙劣による損害
○詐欺または横領によって生じた損害
○保険の対象の置き忘れ、紛失によって生じた損害
○万引き等によって生じた損害

○保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、
さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション等による損害
○保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷も
しくは塗料の剥がれ落ち等の損傷または保険の対象の汚損であって、その保
険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
など
○受渡しの過誤等の事務的・会計的な間違いによって生じた損害
○楽器の絃の切断、打楽器の打皮の破損、音色・音質の変化による損害
○保険契約者、被保険者が所有または運転する車両もしくは積載物の衝突・接触
によって生じた損害（建物に定着した板ガラスに生じた破損の損害を除きます）
○通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物の盗難によって生じた損害
など

一部の保険の対象につきましては上記❷の事故で保険金のお支払いの対象とならないものがあります。詳細は「普通保険約款・特約」をご確認ください。
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2 休業された場合の補償

4 特約

利益保険金

保険金をお支払いする場合

保険金をお支払いする場合

お支払いする保険金の計算

❶前記

建物・動産に損害が生じた場合の （A）
喪失利益＋
（B）
収益減少防止費用−
（C）
免責金額−
（D）
免責時間中に発生した利益損失
補償【損害保険金および費用保険金等】
（注）ただし、支払限度額が限度となります。
「保険金をお支払いする場合」
❶から❺までのいずれかに該当する事故（❷の事故
は敷地内の損害の額にかかわらず対象とします）に
よって、保険の対象が損害を受けたことにより営業
が休止、阻害されたために、補償期間※1 内に喪失
利益または収益減少防止費用が生じた場合

❷ 不測かつ突発的な事由に起因して保険の

利益保険金

対象と配管または配線により接続している
敷地外ユーティリティ設備＊の機能が停止
または阻害されたために、補償期間※1内
に喪失利益または収益減少防止費用が生
じた場合

＊次のいずれかに該当する事業者の占有する

◆（A）喪失利益
約定補償率※2
収益減少額×約定補償率※2−支出を免れた経常費×
利益率※3
収益減少防止費用×

約定補償率※2

じん

0 時間

〈普通保険約款の補償範囲を限定して補償します〉前記 建物・動産に損害が生じた場合の補償「保険金を
お支払いする場合」の「損害保険金」について次のいずれかに限定して補償します。※
①火災、
落雷、
破裂・爆発 ②風災・雹災・雪災
（敷地内の損害の額が20万円以上の場合に限ります）
（注）
建物
内部およびその収容動産の損害については、
建物の外壁、
屋根、
窓・扉等が風災・雹災・雪災によって破損し、
そ
の破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害
（風、
雨、
雪、
雹または砂塵その他これらに類す
るものの吹込みによって生じた損害を含みます）
に限ります。
※利益保険金・営業継続費用保険金も同様に補償範囲を限定します。
ひょう

ひょう

24 時間

約定補償率

利益率※3 の範囲内であらかじめ取り決める割合で、保険証券記載の
約定補償率をいいます。

利益率

直近の会計年度（1年間）において、次の算式によって算出した割合を
いいます。
営業利益＋経常費
利益率＝
営業収益
ただし、同期間中に営業損失（営業費用から営業収益を差し引いた
額）が生じた場合は、次の算式によって算出した割合をいいます。
経常費−営業損失
営業収益

ひょう

じん

前記 建物・動産に損害が生じた場合の補償【損害保険金および費用保険金等】
「保険金をお支払いできない主な場合」のほか、下記の場合に保険金を
お支払いできません。

風災等支払方法変更特約（免責金額３千円）
（ 企業財産包括保険用）
〈風災・雹災・雪災による損害について、損害保険金のお支払い条件を変更して補償します〉
前記 建物・動産に損害が生じた場合の補償
前記 建物・動産に損害が生じた場合の補償「保険金をお支払いする場合」の「損害保険金」❷のとおり、風災・雹 「保険金をお支払いできない主な場合」と同じ
災・雪災による損害は、敷地内の損害の額が20万円以上の場合のみの補償となりますが、この特約をセットした場
合、損害の額が20万円未満の場合でも、保険金をお支払いします（免責金額３千円を差し引いてお支払いします）。
ひょう

ひょう

業務用通貨等盗難補償特約（企業財産包括保険用） 補償範囲限定特約（基本）をセットした場合には、本特約を併せてセットすることはできません。
〈業務用の通貨・預貯金証書や貴金属・美術品等の盗難による損害等を補償します〉普通保険約款では
補償されない下記のいずれかの事故による損害が発生した場合※１
①業務用通貨・預貯金証書・印紙・小切手が建物内に保管されている間や日本国内で通常の経路で集金・携行さ
れている間の盗難による損害 ②貴金属・美術品等の盗難 ※２による損害 ③保険申込書に明記していない１個ま
たは１組が30万円を超える貴金属・美術品等が建物内に保管されている間の盗難以外の事故による損害
※１補償範囲限定特約
（総合）
をセットした場合は、
印紙・小切手の盗難による損害が補償されないなど、
上記①〜③に
ついて一部お支払い条件が異なります。
※２商品・製品等に該当する貴金属・美術品等の盗難はお支払いしません。

○ 保険の対象および敷 地外ユーティリティ設 備の復旧または営業の継 続に対する妨害

〈借用建物に損害を与えた場合に補償します〉
火災または破裂・爆発の事故によって借用建物に損害を与えたため、貸主に法律上の損害賠償責任を負担
することにより損害を被った場合

また、上記❷については、下記の場合についても保険金をお支払いできません。
○ 敷 地外ユ−ティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優 先
○賃 貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
○労働争議
○ 脅迫行為

3 営業を継続するための補償
保険金をお支払いする場合

○水源の汚染、渇水、水不足

営業継続費用保険金
お支払いする保険金の計算

営業継続費用保険金

❶前記

建物・動産に損害が生じた場合の （A）営業継続費用−上記 でお支払いする収益減少防止費用−
（B）
免責金額
補償【損害保険金および費用保険金等】
（注）ただし、支払限度額が限度となります。
「保険金をお支払いする場合」
❶から❺までのいずれかに該当する事故（❷の事故は敷地内の
損害の額にかかわらず対象とします）によって、保険の対象が損害
を受けたことにより復旧期間内に営業継続費用が生じた場合

❷ 不測かつ突発的な事由に起因して保険の

対象と配管または配線により接続してい
る敷地外ユーティリティ設備の機能が停
止または阻害されたために、復旧期間内
に営業継続費用が生じた場合

保険金をお支払いできない主な場合
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【損害保険金および費用保険金等】前記 建物・動産に
損害が生じた場合の補償「保険金をお支払いできない
主な場合」＜上記❶〜❺の事故に共通の項目＞と同じ
【利益保険金】
前記 休業された場合の補償
「保険金
をお支払いできない主な場合」
と同じ
【営業継続費用保険金】前記 営業を継続するため
の補償
「保険金をお支払いできない主な場合」
と同じ

前記 建物・動産に損害が生じた場合の補償「保
険金をお支払いできない主な場合」のほか、下記
の事実が生じた場合の小切手の盗難による損害
①事故小切手が支払呈示期間内に支払のため適法に呈示された
場合において、支払人が支払を拒絶したこと。ただし、支払拒絶の
理由が盗難もしくはその小切手の要件の欠缺および形式の不備
（盗難発生後に生じたことを被保険者が立証したものに限ります）
である場合を除きます。②事故小切手の支払拒絶のため、振出人
が不渡報告に掲載されたことまたは銀行取引を停止されたこと
（①ただし書に該当する場合であっても保険金を支払いません）
けんけつ

借家人賠償責任補償特約（企業財産包括保険用）

保険金をお支払いできない主な場合

上記

【損害保険金および費用保険金等】
＜左記①〜⑦の事故に共通の項目＞前記 建物・動産
に損害が生じた場合の補償「保険金をお支払いできない
主な場合」
＜上記❶〜❺の事故に共通の項目＞と同じ
＜左記③〜⑥の事故固有の項目＞前記 建物・動産
に損害が生じた場合の補償「保険金をお支払いできな
い主な場合」＜上記❺の事故固有の項目＞と同じ
【利益保険金】前記 休業された場合の補償の「保険金
をお支払いできない主な場合」と同じ
【営業継続費用保険金】前記 営業を継続するための
補償の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じ

補償範囲限定特約（基本）
免責時間

利益保険金の支払対象となる期間をいい、事故発生時に始まり営業
収益が元に戻るまでまたは元に戻ったと認められるまでのいずれか早い
期間をいいます。ただし、補償期間が約定されている場合は、約定補償
期間を超えないものとし、補償期間が約定されていない場合は12 か月
が限度となります。

利益率＝

ひょう

じょう

利益率※3
◆（C）免責金額
別途免責金額を定めた場合に差し引かれます。

補償期間

補償範囲限定特約（総合）

ひょう

ただし、減少することを免れた営業収益に約定補
償率※2 を乗じた額が限度となります。

◆（D）免責時間（補償されない時間）中に発生した利益損失
事故の発生した時を含む日の
事故の種類
午前 0 時から免責時間中に発生
火災、落雷、破裂・爆発（前記 ❶）
した上記（A）および（B）の額を
上記以外の事故（前記 ❷〜❺）
いいます。
敷地外ユーティリティ設備の事故

保険金をお支払いできない主な場合

〈普通保険約款の補償範囲を限定して補償します〉前記 建物・動産に損害が生じた場合の補償「保険金を
お支払いする場合」の「損害保険金」について次のいずれかに限定して補償します。※１
①火災、
落雷、
破裂・爆発 ②風災・雹災・雪災
（敷地内の損害の額が20万円以上の場合に限ります）
（注）
建物内部およびその収容
動産の損害については、建物の外壁、屋根、窓・扉等が風災・雹災・雪災によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込む
ことによって生じた損害（風、
雨、雪、雹または砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害を含みます）に限りま
（給排水設備自体に生じた損害を
す。③建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 ④給排水設備に生じた事故等による水ぬれ
盗難による損傷・汚損
（商品・製品等の盗難を除きます）⑦水災※２
除きます）⑤騒擾・労働争議に伴う暴力・破壊行為 ⑥盗難、
※１利益保険金・営業継続費用保険金も同様に補償範囲を限定します。
※２損害保険金については、保険価額の30％以上の損害が発生した場合または床上浸水（居住の用に供す
る部分の床を超える浸水をいい、土間、たたきの類を除きます）もしくは地盤面より45ｃｍを超える浸
水による損害が発生した場合などにお支払いの対象となります。
ひょう

◆（B）収益減少防止費用（収益減少を防止するための費用）

電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道また
は電信・電話の供給・中継設備およびこれ
らに接 続している配管または配線で次のい ※1
ずれかに該当する事業者の占有するものを
いいます。ただし、日本国内に所在するもの
に限ります。
ア.電気事業法（昭和 39 年法律第170 号）に定
※2
める電気事業者
イ.ガス事業法（昭和 29 年法律第51号）に定め
るガス事業者
※3
ウ.熱供 給事 業 法（昭和 47年法 律第 88号）に
定める熱供給事業者
エ. 水道法（昭和 32 年法律第177号）に定める
水道事業者および水道用水供給事業者なら
びに工業用水道事業法（昭和 33 年法律第
84号）に定める工業用水道事業者
オ.電 気 通信事 業 法（昭和 59 年法 律第 86 号）
に定める電気通信事業者

○国または公共 機関による法令等の規制

オプション特約

休業された場合の補償【利益保険金】に同じです。

◆（A）営業継続費用
営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ
有益な費用のうち通常要する費用を超える部分をいい、復旧期間内に支出を免れた費用
がある場合はその額を差し引いた額とします。
◆（B）免責金額
別途免責金額を定めた場合に差し引かれます。

前記 建物・動産に損害が生じた場合の補償「保険金をお
支払いできない主な場合」＜上記❶〜❺の事故に共通の
項目＞のほか、
下記の場合に保険金をお支払いできません。
●改築、増築、取り壊し等の工事による損害 ●借用建物の貸主と
の間の特別な約定により加重された損害賠償責任を負担すること
による損害 ●借用建物を貸主に引き渡し後に発見された借用建
物の損壊による損害賠償責任を負担することによる損害 など

修理費用補償特約（企業財産包括保険用）
〈借用住宅 ※に損害を与えた場合に補償します〉下記のいずれかの事故により、借用住宅 ※が損害を受け、
被保険者が借用住宅の貸主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合（壁、柱、床、はり、屋根、階段等
の建物の主要構造部の修理費用を除く）
①火災、落雷、破裂・爆発 ②借用住宅の外部からの物体の落下・飛来・衝突等 ③給排水設備の事故等によ
る水ぬれ ④騒擾・労働争議に伴う暴力・破壊行為 ⑤風災・雹災・雪災 ⑥盗難
※被保険者の借用する保険証券に記載された建物または住戸室をいいます。
（注）住戸室には借家人賠償責任補償特約（企業財産包括保険用）の借用建物と同様に、専用店舗や専用
事務所など、
住宅以外の用途に使用されている戸室を含みます。
じょう

ひょう

前記 建物・動産に損害が生じた場合の補償
「保険金をお
支払いできない主な場合」
＜上記❶〜❺の事故に共通の
項目＞のほか、
下記の場合に保険金をお支払いできません。
●保険契約者、
被保険者または借用住宅※の貸
主が所有し、
または運転する車両またはその
積載物の衝突または接触による損害 など
※被保険者の借用する保険 証券に記載され
た建物または住戸室をいいます。

家賃補償特約（企業財産包括保険用）
〈火災等によって家賃収入が減少した場合に補償します〉
保険の対象が前記 建物・動産に損害が生じた場合の
補償
「保険金をお支払いする場合」
の
「損害保険金」
❶の事故により損害を受けた結果、
家賃収入が減少したとき

前記 建物・動産に損害が生じた場合の補償
「保険金をお支払いできない主な場合」と同じ

食中毒・特定感染症利益補償特約（企業財産包括保険・利益保険金用）
〈営業施設内で食中毒等が発生し、
営業が休止または阻害されたことによる利益損失を補償します〉
次のいず
れかに該当する事故により、
営業が休止または阻害されたために生じた損失
（喪失利益および収益減少防止
費用をいいます。
以下同様とします）
に対して、
保険金をお支払いします。
①被保険者の営業施設（以下「施設」といいます）における食中毒の発生または施設において製造、販売もし
くは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法の規定に基づき所轄保健所長に医師から
届出のあったものに限ります。 ②施設における特定感染症 ※の発生。ただし、感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律の規定に基づき都道府県知事に医師から届出のあったものに限ります。
③施設が食中毒または特定感染症 ※の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における保健所そ
の他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の処置
※約款記載の感染症をいいます。詳細は「普通保険約款・特約」をご確認ください。

●保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過
失によって生じた事故による損失 ●被保険者の故意ま
たは重大な過失による法令違反によって生じた事故によ
る損失 ●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、暴動によって生じ
た事故による損失 ●核燃料物質などによって生じた事
故による損失 ●労働争議などによって生じた事故による
噴火またはこれらによる津波によって生じ
損失 ●地震、
た事故による損失 ●水災によって生じた事故による損失
●脅迫、
恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業
に対する妨害行為によって生じた事故による損失 など
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事 故 が 発 生 し た 場 合
●万一事故が発生した場合は、
遅滞なく代理店･扱者または当社までご連絡ください。
ご連絡がないと、
それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金
をお支払いすることがあります。
●他の保険契約等がある場合には、
事故のご連絡の際にお申し出ください。

あ んしん 2 4
受付センター

事故の
場合は

事 故 が 発 生した 場 合 は 、
遅滞なく代理店・扱者または
右記までご連絡ください。

0120-985-024

365日・24時間受付

（無料）※IP電話からは0276-90-8852
（有料）
におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。

ご 注 意 い た だ き た い こ と
複数のご契約があるお客さまへ
（補償が重複する可能性のある特約のご注意）
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等
（異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます）
により、
既に被保険者について
同種の補償がある場合、
補償が重複し、
保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、
特約の対象となる事故について、
どちらの保険契約からでも補償され
ますが、
いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、
特約の要否を判断のうえ、
ご契約ください※。
※複数あるご契約のうち、
これらの補償が一つのご契約のみにセットされている場合、
移転等によりご契約を解約されると、
補償がなくなることがありますのでご注意ください。
保険料の確定精算について
（１）
商品・製品等を保険の対象に含むご契約の場合
（契約時に
「保険料の確定精算省略に関する同意書兼申告書
（企財包用）
」
に押印ください）
保険期間終了時に算出した平均在庫価額がご契約時の平均在庫価額に比べ減少・増加した場合でも、
保険料の返還・請求をしません。
保険契約を更改されない
場合は、
平均通知価額に基づき計算した確定保険料と暫定保険料との差額を返還・請求いたします。
保険契約が保険期間中に解除・解約された場合
（中途更改を
含みます）
には、
解除・解約された時までに、
契約時に定めた方式に応じて通知された在庫価額に基づき、
「普通保険約款・特約」
等に定める方法に従い保険料を
返還・請求いたします。
（２）
利益保険金を補償するご契約の場合
利益保険金を補償するご契約の場合、
ご契約時に
「確定精算方式」
と
「確定精算を省略する契約方式」
のいずれかを選択いただきます。
保険期間中の見込売上高または生産高をもとに算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了時に確定保険料の差額を
精算
（確定精算）
していただく契約方式です。
なお、
保険契約が保険期間中に解除・解約された場合
（中途更改を含みます）
には、
解除・解約
された時以前の12か月間の年間営業収益に基づき、
「普通保険約款・特約」
に定める方式に従い保険料を返還・請求します。
確定精算を省略 ご契約時に把握可能な最近の会計年度の売上高または生産高をもとに算出した保険料によりご契約いただき、確定精算を省略する
契約方式です。
する契約方式
確定精算を省略する契約方式を選択していただく場合は、
下記の事項をご確認のうえ、
「保険料の確定精算省略に関する同意書兼申告書
（企財包用）
」
に押印ください。
①保険料算出の基礎について
「保険料の確定精算省略に関する同意書兼申告書
（企財包用）
」
の
「保険料算出の基礎」
欄には、
ご契約時に把握可能な最近の会計年度の売上高または生産高
を申告
（記入）
してください。※
※申告していただいた売上高等を確認できる書類を提出していただく場合があります。
②確定精算を省略する契約方式に関して注意いただきたいこと
◯保険期間の中途において確定精算方式への変更はできません。
◯保険期間終了時に、
保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、
保険料の返還・請求はしません。
◯ご契約時に申告していただいた売上高または生産高の数値が、
ご契約時に把握可能な最近の会計年度の数値に相違ないかご確認ください。
◯保険期間終了時における売上高または生産高が、
申告していただいた数値を著しく上回りまたは下回る見込みがある場合※は、
確定精算を省略する契約
方式によるご契約はできません。
この場合は、
確定精算を省略する契約方式によりご契約いただいた場合でも、
確定精算が必要となります。
※企業買収・部門売却等の予定がある場合などをいいます。
確定精算方式

●このパンフレットは
「企業財産包括保険」
の概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ず
「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」
をご覧ください。
また、
詳しくは
「普通保険約款・特約」
をご用意していますので、
代理店・扱者または当社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、
代
理店・扱者または当社にお問合わせください。
なお、
保険料払込みの際は、
当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、
お確かめください
（保
険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、
一部保険料領収証を発行しない場合があります）
。
ご契約の手続きが完了した後、
１か月を経過しても保険
証券が届かない場合は、
当社までお問合わせください。
ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
●次のものは保険申込書に明記しないと、
保険の対象になりません。
詳しい内容は代理店・扱者または当社までご照会ください。
・門、
塀、
垣、
基礎工事または建物外に施設された煙突、
煙道、
コンクリート水槽もしくは桟橋 ・軌道、
護岸、
防油堤その他の土木構築物
・他人に貸与または管理を委託している物
（リース・レンタル品など） ・通貨、
有価証券、
印紙、
切手その他これらに類する物
・貴金属、
宝玉、
宝石、
書画、
骨董、
彫刻物その他の美術品で、
１個または１組の価額が30万円を超えるもの
・稿本
（本などの原稿）
、
設計書、
図案、
雛型、
鋳型、
木型、
紙型、
模型、
証書、
帳簿その他これらに類する物
●次のものは保険の対象に含まれません。
・日本国外に所在する物件 ・動物および植物等の生物
・テープ、
カード、
ディスク、
ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、
データその他これらに類するもの
・走行範囲が敷地内に限定されない自動車、
運搬車、
牽引車または被牽引車 ・電車、
機関車、
客車、
貨車その他これらに類する物
・航空機、
船舶
（ヨットおよびモーターボートを含みます）
その他これらに類する物 ・坑道内所在物件
・海等に浮遊する物件および海等の水中に設置された物件 ・営業倉庫業者が管理する保管貨物 ・その他保険証券に除外物件として記載された物
●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、
当社の保険契約の締結権を有し、
保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの
業務を行っています。
したがいまして、
当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、
当社と直接契約されたものとなります。
●
「企業財産包括保険」
は、
損害保険金のお支払い額が１回の事故で保険金額※の80％を超えた場合は、
このご契
約は損害発生時に終了します。
なお、
80％を超えないかぎり、
保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額
されずにご契約は満期日まで有効です。
※保険金の支払基準を
「再調達価額
（新価）
」
としたご契約で、
保険金額が再調達価額を超えるときは再調達価額、
保険金の支払基準を
「時価」
としたご契約で、
保険金額が
「時価額」
を超える場合は時価額とします。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、
引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を
行います。
引受保険会社は各々の分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
● ご相談・お申込先
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