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保険 実績

《業務運営状況-①》

保険引受実績の状況
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2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

貿易一般保険（１年以内） 貿易一般保険（１年超） 貿易代金貸付保険貿易 般保険（１年以内） 貿易 般保険（１年超） 貿易代金貸付保険

海外事業資金貸付保険 海外投資保険 その他

保険引受実績は前年度比約0.2兆円（＋2.6％）増加。アジアや欧州向けを中心とした輸出額の伸び
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に伴い短期保険の引受額が約0.7兆円（＋11.3％）増加した一方、海事保険で前年度の大型案件（イ
クシスLNＧ案件）が剥落した反動で約0.7兆円（▲48.4％）の減少。



《業務運営状況-②》

保険責 残高
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2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

貿 般保険 年 貿 般保険 年超 貿 金貸 保険貿易一般保険（１年以内） 貿易一般保険（１年超） 貿易代金貸付保険

海外事業資金貸付保険 海外投資保険 その他

保険責任残高は前年度比約1 4兆円（＋10 9％）増加 貿易 般保険の占める割合が減少する 方
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保険責任残高は前年度比約1.4兆円（＋10.9％）増加。貿易一般保険の占める割合が減少する一方、
保険責任期間が長い貸付保険を中心に投融資関連の保険責任残高は増加(全体の37.1%)。



保険料

《業務運営状況-③》

保険料収入の状況
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貿易一般 貿易代金貸付保険 海外事業資金貸付保険 海外投資保険 受再 その他

（請求書発行ベース）

保険料収入は前年度比約20億円（▲5.2％）の減少。引受実績同様、輸出増により短期保険の収入
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保険料収入は前年度比約 0億円（ 5 ％）の減少。引受実績同様、輸出増により短期保険の収入
が増加した一方、海事保険は前年度の大型案件剥落の反動で約50億円の減収。投融資関連で保険
料収入の51%を占める。



保険金 払

《業務運営状況-④》

保険金支払の状況
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非常事故 信用事故

保険金支払は昨年よりも78億円増加 保険金支払の太宗はサウジアラビアにおける信用事故に起
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保険金支払は昨年よりも78億円増加。保険金支払の太宗はサウジアラビアにおける信用事故に起
因するもの。



金

《業務運営状況-⑤》

回収金
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回収金の太宗は非常事故に関わるもの。リスケによる回収は、イラク、エジプト、インドネシア等から
の回収が進展し、297億円。



対 提供する ビ

2013年度のNEXIの実績

(1) 国民に対して提供するサービスその
他の業務の質の向上への取組他の業務の質の向上への取組
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お客様の満足度向上に向けた取組についてお客様の満足度向上に向けた取組について

２０１３年度は、以下の観点を踏まえて、お客様の満足度向上に資する全社横断的な取

お客様のご要望への対応

年度は、以下の観点を踏まえて、お客様の満足度向 に資する全社横断的な取
組を実施しました。

 お客様のご要望への対応

 対外取引の拡大・多様化に伴い、これまでお客様から寄せられてきた種々の
ご要望を改めて洗い出し、より利便性の高い貿易保険制度となるよう、制度・ご要望を改めて洗い出し、より利便性の高い貿易保険制度となるよう、制度
運用・手続きの全面的な見直しを実施。

お客様 保険料還 保険引受キ パシ 拡大 お客様への保険料還元・保険引受キャパシティの拡大

 過去の事故実績に関する分析や健全な財務基盤等に鑑み、お客様負担の軽
減に繋がる保険料還元や保険引受キャパシティの拡大を実施。減に繋がる保険料還元や保険引受キャパシティの拡大を実施。

 お客様対応の迅速化

 保険申込手続きや保険金支払いに関する意思決定を迅速化するべく、各種
手続きの簡素化や事務負担の軽減を図るとともに、お客様からのご要望対応
や商品開発に係る意思決定プロセスの迅速化のため 組織再編を含めた社
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や商品開発に係る意思決定プロセスの迅速化のため、組織再編を含めた社
内業務の効率化施策を実施。



制度 運用 手続き改善の取組

《商品性の改善-①-1》

①本邦企業の海外進出拡大に伴い、多様なニーズに応えうる柔軟な商品設計が求められていること、
②民間保険会社 はカバ きれな ク 対 保険引受枠 拡大要望が依然強 と

制度・運用・手続き改善の取組

②民間保険会社ではカバーしきれないリスクに対して、保険引受枠の拡大要望が依然強いこと、
③より多くのお客様にご利用頂くため、保険料負担や事務手続き負担の一層の軽減が必要なこと、

等を背景として、お客様からの幅広いご要望の聴取等を踏まえつつ、よりご利用頂きやすい商品性や
手続きとするべく 全社横断的な制度 運用 手続きの見直しを実施手続きとするべく、 全社横断的な制度・運用・手続きの見直しを実施。

主な実施済みの制度・運用・手続き改善項目

保険引受キャパシティの拡大

総与信枠の拡大
EF格の審査基準の緩和

な実施済 制度 用 手続 改善項目

EF格の審査基準の緩和

お客様の保険料負担軽減

L/Cフォーフェイティングによる保険料返還
支払限度額 倍超設定時の割増料率緩和（企総）

制度・運用・手続き改善
実施スケジュール

2013年度実施済 29
支払限度額1.2倍超設定時の割増料率緩和（企総）

利便性の向上

事業不能等の認定単位の緩和（海投）

2014年度上期実施予定 3

2014年度下期以降実施予定 6

てん補事由の選択範囲の拡大（海投）
100%前払、円借款、無償援助案件の付保義務の緩和

お客様の事務負担軽減・手続の簡素化

 終条件確認書制度の創設
代表者印等の捺印不要 等
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《商品性の改善-①-2》

制度・運用・手続き改善 取組一覧①

２０１３年度実施済みの取組

– 貿易一般保険包括保険（機械設備）における付保対象の拡大

– 限度額設定型貿易保険における既成立保険関係を失効対象から除外

２０１３年度実施済みの取組

– 輸出手形保険における船荷証券等を発行する事業者定義の拡大

– 簡易通知型包括保険における保険料計算期間刻みの細分化

– 資源エネルギー総合保険B特約（海外投資保険）の改正

– 日系子会社運転資金支援策の一年延長

– 制度・様式の明確化・表記修正

– 申込み事前手続申請書各種（シッパー、バイヤー登録、信用調査取得等）の代表者印の廃止

– 輸出手形保険の手形買取時確認要件の緩和(B/L発行者確認、海上保険具備要件)
– 合法的政策変更リスクの引受

– 質権設定等がされた劣後ローン等への付保

– 個別保証枠の決済等通知書提出の任意化

– EF格の格付審査の見直し

– 与信管理ルールの見直し信管 見直

– 貿易代金貸付保険、海外事業資金貸付保険の約款の英訳を 新のものに改訂

– 貿易代金貸付保険、海外事業資金貸付保険の保険申込期限緩和

– 国カテゴリーの変更に伴う激変緩和
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国カテ リ 変更 伴う激変緩和

– G格認定要件の緩和

– L/Cフォーフェイティングによる保険料返還



《商品性の改善-①-3》

制度・運用・手続き改善 取組一覧②
– 包括付保義務の緩和

– 「事業拠点等特約」の新設（海投）

– てん補事由・対象の選択制の導入（海投）

– 各種運用の明確化・規定化及び「海外投資保険Q&A」の制定

– 重大内変申請事象の整理・簡素化（海投）

– 信用リスクの引受拡大

– 包括保険制度におけるオプション化

– 企業総合保険に関する見直し

– 中長期保険における外貨建て特約対象通貨の拡大

– B/C（2年以上）及び海事保険の内諾における 終条件確認書制度の創設

今後実施予定の取組（公表済み）

/

• ２０１４年度上期実施予定

– 被保険者回収からNEXI主導の回収への方針転換

• ２０１４年度下期以降実施予定

– 貿易一般保険の重大な内容変更の取扱

– 保険金請求に伴う負担の軽減（査定の簡素化）

– 被保険者義務の明確化

– 包括保険制度の簡素化

– 消費財包括保険の見直し

– SPC信用リスクの審査方法の検討
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– 付保申込手続き等のWEB化

– 控除利息制度の見直し



保険引受キ パシ 拡大

《商品性の改善-②》

保険引受キャパシティの拡大

・ お客様の更なる取引拡大ニーズに応えるべく、過去の事故実績の分析等を踏まえ、保険引受

 総与信枠の拡大（短期保険 全保険種共通）

お客様 更な 取 拡大 、過去 事故実績 分析等を踏 、保険 受

キャパシティを拡大。

格付
総与信枠

（ 大金額）
総与信枠

（ 大金額）

 E格の総与信枠について、取引拡大

を求める顧客の要望に対応し、原則
としてEE/EA格は 大100億円から

総与信枠の拡大（短期保険 全保険種共通）

改正後

EE/EA格 100億円 300億円

EF格 50億円 100億円

としてEE/EA格は 大100億円から
300億円へ、EF格は 大50億円から
100億円へ拡大。

改正後

 EF格の審査基準の緩和（短期保険 全保険種共通） EF格の
裾野拡大

EF格 50億円 100億円

裾野拡大

EF格

リスク小 従前の審査基準ではEC格と

なっていたバイヤーについて、
財務状況が一定程度以上等 改正後

EF格
財務情報少

財務状況が一定以上

EF格

財務情報少
財務状況が一定以上

財務状況が 定程度以上等
の場合、EF格を付与。
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EC格EC格

リスク大



お客様 保険料負担軽減

《商品性の改善-③》

お客様の保険料負担軽減
・ お客様のご利用状況や取引形態の実情に鑑み、お客様の保険料負担を軽減。

 L/Cフォーフェイティング実行

 事後のL/Cフォーフェイティングによる保険料精算（短期保険 全保険種共通）

輸出等契約書 輸出等契約書

改正前 改正後

に関する事前合意がなく、事
後的にL/Cフォーフェイティン

グを実行した場合にも、保険

輸出等契約書
L/C Forfeiting

明記

事後的な 精算不可 事後的な 精算可

輸出等契約書
L/C Forfeiting

明記

契約の内容変更によって保
険料を精算可能とした。

輸出等契約書
L/C Forfeiting

なし

事後的な
Forfeiting

精算不可
輸出等契約書
L/C Forfeiting

なし

事後的な
Forfeiting

精算可

 保険金支払限度額超過希望時の割増料率緩和（企業総合保険）
 前年度の利用実績等に応じて設定される、保険金支払限度額以上の枠をお客様が希望す

る際 適用する保険料 割増係数 割増 適用 限度額を引き上げる（超過倍

2 002 00
支払限度額割増係数の傾斜比較

る際に適用する保険料の割増係数について、割増不適用の限度額を引き上げる（超過倍
数1.2倍→2倍）とともに、2倍超の場合の割増係数を軽減（ 大1.9→1.45）。

1.40 
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1.80 
2.00 
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【超過倍数】限度額引き上げ



利便性の向上①

《商品性の改善-④》

利便性の向上①

海外投資保険 商 性改善

・ 付保範囲の拡大や選択制の導入等、よりお客様にご利用頂きやすい柔軟な商品設計に改善。

 事業拠点等特約の新設により 事業不能等に伴うてん補の認定単位を従前の会社単位から各事業拠

 海外投資保険の商品性改善
事業不能等の認定単位の緩和

 事業拠点等特約の新設により、事業不能等に伴うてん補の認定単位を従前の会社単位から各事業拠
点等の単位にまで細分化し、これに応じた保険料率を設定することで、てん補範囲を拡充。

てん補する単位を
細分化し、これに

投資先企業
（事業会社）

投資者
（被保険者）NEXI

出資保険契約
応じた保険料率を
設定。

投資先企業の
事業拠点等

てん補事由の選択範囲拡大

（日本） （外国）

事業拠点等

【改正前】 【改正後】

 てん補事由を「収用・権利侵害」「戦争・不可抗力」「送金不能」で自由に選択できるようにし、そのリスク
に応じた保険料率を設定することで、保険カバー内容の選択の自由度を拡大。

いずれか
選択

戦争・不可抗力

送金不能

収用・権利侵害
収用・権利侵害

戦争・不可抗力
自由に選択。
複数選択も可能。
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選択
or

戦争・不可抗力

収用・権利侵害
送金不能 リスクに応じた料率設定。



利便性 向上②

《商品性の改善-⑤》

利便性の向上②

 てん補範囲の選択制導入（包括保険共通） てん補範囲の選択制導入（包括保険共通）

 仕向地が公海等の海底ケーブル敷設案件 100%前払い案件（船舶組合のみ100%一括前

公海向け案件の船前危険（消費財包括・簡包除く）100%前払、円借款、無償援助案件

の船前危険について、非常・信用ともに
てん補を選択制とした。

払いに限る）、円借款、無償援助案件を付保
義務対象外とし、てん補を選択制とした。

Y国領海
（国ｶﾃ: F）

X国領海
（国ｶﾃ:C）

Z国領海
（国ｶﾃ: B）

公海等（国ｶﾃなし）

顧客が希望する場合のみ、国カテゴリーの も低いY国（国ｶﾃ: F）顧客が希望する場合のみ、国カテゴリ の も低いY国（国ｶﾃ: F）
の料率を適用して船前危険をてん補

 定期審査等による格下げ不適用（企業総合保険）

 期中に格下（EC格まで）があった場合でも、当該特約年度中は、継続して船後信用危険をてん
補することとした （限度額設定型保険においても同様の制度改正を本年7月に実施予定 ）補することとした。（限度額設定型保険においても同様の制度改正を本年7月に実施予定。）
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利便性 向上③

《商品性の改善-⑥》

利便性の向上③

 劣後ローン等への質権等設定（海外事業資金貸付保険・海外投資保険）劣後 等 質権等設定（海 事業資 貸付保険 海 投資保険）
 劣後ローン（親子ローンを含む）に対して質権等が設定された案件について、海事保険にて10%

の割増料率で引受できることとした。（本邦企業が出資する中間法人を通じた再投資先への劣後
ローンに対して質権等が設定されている場合については海外投資保険で引受。）

B国

シニアレンダー
による質権設定

シニアレンダー
による質権設定

A国

再投資先直接投資先
劣後ローン劣後ローン

海外投資保険海外事業資金貸付保険

日本の企業

 国カテゴリーの変更に伴う激変緩和（短期保険 全保険種共通）

海外投資保険
付保

海外事業資金貸付保険
付保

 他国の輸出者等と競争状況にある国際競争入札案件に関して、国カテゴリー変更公表日から
１ヶ月以内にNEXIに旧国カテ適用の申請（NEXIの承認要）をし、かつ原則として公表日から6ヶ月
以内に保険申込された場合には、旧国カテ料率を適用することとした。

 G格認定要件の緩和（短期保険 全保険種共通）
 従前の認定要件（出資内容、任命権、設立根拠法又は予算承認権）を充足しないバイヤーで
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あっても、中央政府が原則として直接・間接100%出資するバイヤーであって、個別審査の上、実
質的に政府と同一視できると判断したものについては、G格認定できることとした。



お客様の事務負担軽減 手続の簡素化①

《サービスの向上-お客様負担の軽減-①》

・ お客様の視点に立ちつつ、お客様の事務負担軽減や手続簡素化に繋がる全社横断的な改善項
洗 出 を実施

お客様の事務負担軽減・手続の簡素化①

目の洗い出しを実施。
・ お客様のフローの要望を定期的にくみ上げ、継続的な改善に取り組む体制も同時に構築。

お客様の事務負担軽減 手続簡素化の取組

 終条件確認書制度の創設
 貿易代金貸付保険と海外事業資金貸付保険の保険申込について、案件の詳細が確定した時点で

お客様の事務負担軽減・手続簡素化の取組

貿易代金貸付保険 海外事業資金貸付保険 保険申込 、案件 詳細 確定した時点
「 終条件確認書」をご提出頂くことにより、各種エビデンスがなくとも内諾書と保険申込書の2種類
のみで保険処理を行えるよう手続きを簡素化。

 代表者印等の捺印不要／シッパー・バイヤー登録の申請書類の様式変更代表者印等の捺印不要／シッパ バイヤ 登録の申請書類の様式変更
 シッパー・バイヤー登録について、代表者印等の捺印を不要としたことにより、E-Mailによる申請が

可能となった。

 登録申請書類について、お客様が記入しやすい形となるよう、記入要領の充実化やプルダウンメ登録申請書類に いて、お客様が記入しやすい形となるよう、記入要領の充実化やプルダウンメ
ニューの設定等とともに、信用調書依頼と同時にバイヤー登録申請ができるよう様式を変更。

 内容変更承認申請書の記入要領改訂
 貿易 般個別保険と中小企業輸出代金保険に係る「内容変更承認申請書」について 記入方法の 貿易一般個別保険と中小企業輸出代金保険に係る「内容変更承認申請書」について、記入方法の

例示を行うなど分かりやすい記入要領に改訂。

 事故・回収に関する制度改正（ 2014年度実施予定）
 損失等発生通知書の提出期限を従来の30日から45日に延長する等 事故・回収に関する手続きの
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 損失等発生通知書の提出期限を従来の30日から45日に延長する等、事故 回収に関する手続きの
簡素化・合理化を図る制度改正を検討。

 お客様に対しては、当該制度改正に関して説明会を複数回開催するなどし、改正方針についてお客
様から十分なご理解が得られるよう努めた。



お客様の事務負担軽減 手続の簡素化②

《サービスの向上-お客様負担の軽減-②》

お客様の事務負担軽減・手続の簡素化②
 個別保証枠の決済等通知書提出の任意化

 個別保証枠に係る決済等通知書について 中小企業輸出代金保険については従前より任意として 個別保証枠に係る決済等通知書について、中小企業輸出代金保険については従前より任意として
いたところ、貿易一般保険、輸出手形保険についても任意とし、手続きを簡素化。

 海外新フロンティングに係る調書取得無料キャンペーン
 海外新フロンティングの信用調書取得に係る事務負担軽減策として、信用調書取得の無料キャン海外新 ンティング 信用調書取得 係る事務負担軽減策 、信用調書取得 無料キャン

ペーンを試験的に導入。

 輸出手形保険の手形買取時確認要件の緩和
 荷為替手形に添付される船荷証券や保険証券の発行者に関する確認を手形買取時の要件から除 荷為替手形に添付される船荷証券や保険証券の発行者に関する確認を手形買取時の要件から除

外し、手形買取銀行の手続き負担を軽減。

お客様の利便性向上の取組

 約款の英訳の整備
 お客様から特に要望の多かった海外事業資金貸付保険、貿易代金貸付保険の約款の英訳の 新

版を作成し HPに掲載

お客様の利便性向上の取組

版を作成し、HPに掲載。

 パンフレットの改訂
 今般の制度改善の内容を反映し、また他パンフレットとレイアウトを統一することでお客様によりわ

かりやすい内容とするため、貿易代金貸付保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、与信管り す 容 する 、貿易代 貸付保険、海外投資保険、海外事業資 貸付保険、与信管
理（2013年7月）、前払輸入保険（2014年1月）の各パンフレットを改訂。

 ウェブサイトに記載の保険商品案内や手続案内等についても、お客様にとってわかりやすい表記へ
の変更や図の修正等の改訂を実施。

 WEB保険料試算サービス画面の改善
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 WEB保険料試算サービス画面の改善
 印刷ボタンを新たに設置し、印刷が容易にできるよう改善。
 引受停止国については保険料計算を回避するよう、WEB保険料試算サービス画面上に引受停止国

に関するメッセージを表示するようにした。



《サービスの向上-意思決定・業務処理の迅速化-①》

業務効率化の取組①
・ 限られた人員の中で、拡大・高度化する業務に対応していくことが限界に近づきつつあることを踏限 員 中 、拡大 高度 す 業務 対 限界 近 あ を踏

まえ、既存の働き方や決裁権限、業務プロセス、顧客対応方法、各種会議体等について、改めて
自主点検を行い、業務効率化の余地を検討。

・ その結果、全社で82の見直し項目が洗い出され、2013年度は77の項目について対応済み。

働き方 直

自主点検による主な業務効率化施策

 働き方の見直し
 定時退社日の設定や年給取得の奨励

 時間外勤務の事前申請システム化による勤務時間の適正管理

人事異動 内 時期 前倒 よる業務引継 滑化 等

2013年度実施済 77

2014年度中実施予定 5

課題対応 実施スケジュール

 人事異動の内示時期の前倒しによる業務引継の円滑化 等

 決裁の簡素化、権限の見直し
 決裁関係者の大幅削減による決裁手続き簡素化

2014年度中実施予定 5

計 82

 理事長から理事へ、部長からグループ長への権限委譲

 内諾済み案件に係る内部手続きの簡素化 等

 業務・資料作成の削減・効率化業務 資料作成の削減 効率化
 社内会議等の開催頻度・開催時間・出席者の見直しによる合理化・効率化

 法解釈及び制度解釈に関する照会部署の集約・運用整理ペーパーの整備

 各種定期報告資料の削減・見直し 等
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 各種定期報告資料の削減 見直し 等



《サービスの向上-意思決定・業務処理の迅速化-②》

業務効率化の取組②

 国際会議・出張対応等の見直し国際会議 出張対応等の見直し
 バイ会議の開催頻度の削減

 国際会議（マルチ会議）や海外出張への内出張同行者の削減

 会議対応に関する各種作成資料の削減・見直し 等 会議対応に関する各種作成資料の削減 見直し 等

 事務の見直し
 大阪支店における経理業務の本店集約化

社内ポ タ サイト 整備 社内ポータルサイトの整備

 複数年契約の推進 等

・自主点検とは別に、NEXI全体の業務量を定量的に把握し、その3割を削減するための業務効率化
施策の策定をコンサルティング会社に委託して実施。
その結果 企画機能の集約 切り分けや web化推進 層のアウトソ シング促進等の13の施

外部コンサルを活用した主な業務効率化施策

・ その結果、企画機能の集約・切り分けや、web化推進、一層のアウトソーシング促進等の13の施
策を策定し、このうち10の施策について2013年度中に実施済み。

 業務機能の集約・切り分け

 中長期案件の担当業務整理

外部 ンサルを活用した主な業務効率化施策
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 Webシステムを活用した保険業務の効率化・システム 適化の段階的推進 等



《サービスの向上-意思決定・業務処理の迅速化-③》

業務効率化の取組③
・ お客様対応や意思決定の迅速化のため、業務効率化施策の内容等も踏まえて、2013年度はお客様対 決定 速 、業務効率 施策 容等 踏 、 年度

以下の組織再編等を実施。
・ 全社横断的な業務機能の整理・集約を図ることで、一層の意思決定・業務処理の迅速化を図った。

 制度・業務室の新設

組織再編等による業務整理・集約の取組

 制度・業務室の新設

 貿易保険に関する新商品開発から制度整備までを一元的に行い、迅速な意志決定・対応が図れるよう、

各部署に散在していた制度関係機能を集約した制度・業務室を新設。

 営業推進会議の発足・営業推進室の新設

 顧客ニーズに迅速に対応するべく、顧客対応窓口から全社横断的な営業戦略の策定まで一貫して行う

営業推進会議を発足 その事務局として営業推進室を新設。営業推進会議を発足、その事務局として営業推進室を新設。

 その他、下記の組織再編等を行い、2014年4月より新体制が発足済み。

 経営会議の発足

 営業第二部モニタリング・管理グループの新設

 保険契約業務の個別保険グループ、包括保険グループへの再編

統合リ ク管理グ プ 新設 等
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 統合リスク管理グループの新設 等



《サービスの向上-情報提供の強化とお客様ニーズの把握①》

広報活動
 新聞報道 2013年度 掲載紙一覧

掲載新聞名 合 計

日本経済新聞 25
朝日新聞 4
読売新聞 3

新聞報道
 掲載件数は1２０件、掲載紙数は２７紙。提携地方銀行との共催

セミナー前には、地元有力紙に広告を掲載。

 営業用パンフレットの作成 読売新聞 3
毎日新聞 4
東京新聞 1
産経新聞 1
日刊工業新聞 16
建設通信新聞 6

 営業用パンフレットの作成
 従前からあるパンフレットに加え、海外も含めた営業先において

NEXIの概要についてわかりやすく解説できるよう、より簡潔な営
業用パ ト（和 英）を作成

建設通信新聞 6
フジサンケイビジネスアイ 2
金融経済新聞 2
日刊建設工業新聞 4
ニッキン 14
日経産業新聞 2

業用パンフレット（和・英）を作成。

 中小企業向け貿易保険紹介パンフレットの作成
 提携金融機関を通じて円滑に貿易保険の紹介・取り次ぎが行 日経産業新聞

電気新聞 3
北海道新聞 2
日本海事新聞 13
保険毎日新聞 3
化学工業日報 2

 提携金融機関を通じて円滑に貿易保険の紹介 取り次ぎが行
われるよう、中小企業向けの貿易保険紹介パンフレットを新た
に作成し、提携金融機関に配布。

報
鉄鋼新聞 4
日刊自動車新聞 2
中日新聞 1
河北新報 1
千葉日報 1
秋田魁新報 1
徳島新聞 1
日刊建設産業新聞 1
茨城新聞 1

合 計 120

24営業用パンフレット
中小企業向け

貿易保険紹介パンフレット



《サービスの向上-情報提供の強化とお客様ニーズの把握②》

お客様ニーズの把握と情報提供

 主要顧客との役員レベルでの懇談会 主要顧客との役員レベルでの懇談会
 主要顧客と役員レベルでの懇談会を実施し、ビジネスの潮流や

貿易保険制度の見直し等について意見交換を行った。

 貿易保険セミナーの開催 貿易保険セミナ の開催
 東京、大阪、名古屋の3拠点において、制度概要、商品説明に

関するセミナー(参加者総計430人）を開催。 2013年度貿易保険セミナー

 日機輸貿易保険委員会を通じた意見交換
今般 制度 手続き改善 組を推進する あたり 主 商社 カ ジ グ

新たな取組

 今般の制度・手続き改善の取組を推進するにあたり、主要商社、メーカー、エンジニアリング
会社等が参加する日本機械輸出組合貿易保険委員会を通じた定例の意見交換に加えて、
主要組合等、各業界からのニーズを拾い上げるための意見交換会や個別企業訪問を密に
実施。幅広い要望のくみ上げを図り、制度改善に反映した。実施。幅広い要望のくみ上げを図り、制度改善に反映した。

 日機輸加入企業実務者との意見交換
 今般の制度・手続き改善を機に、日本機械輸出組合加入企業

の実務者の間でも説明会を開催し 制度改善について十分な周の実務者の間でも説明会を開催し、制度改善について十分な周
知を図るとともに、実務面でのニーズ聴取を行った。

 顧客別・国別収支データシステムの構築
 顧客別 国別の保険収支状況を即時に確認できるシステムを構

25
顧客別・国別データシステム画面

 顧客別、国別の保険収支状況を即時に確認できるシステムを構
築したことにより、顧客の要望に応じて、個別の付保実績データ
等の速やかな提供が可能となった。



《サービスの向上-情報提供の強化とお客様ニーズの把握③》

お客様サービス向上の取組

 お客様目線でのサービス改善プロジェクト お客様目線でのサ ビス改善プロジェクト
 NEXIを訪問されるお客様が利用しやすいオフィス環境を整えるため、「お客様目線での

サービス改善プロジェクト」を発足し、改善項目について検討。

 2013年度は 会議室のリニ アルやお客様用待合スペ スの設置 什器設備の更 2013年度は、会議室のリニューアルやお客様用待合スペースの設置、什器設備の更
新・清掃など、24の改善項目について実行。

４階打合せ室の入口に
お客様用の待合スペースを新設

２階会議室をリニューアル
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《リスク管理の強化及び業務の適正確保のための体制整備-リスク管理の強化》

リスク管理体制の整備・強化①

 効率的なリスク審査体制の構築 効率的なリスク審査体制の構築
 迅速かつ効率的な審査体制とするべく、各種作成資料の簡素化やフォーマットの統一を図る

とともに、審査検討項目の再整理を行った。

 特に 中長期案件の対応については 新たに案件管理会議を発足させ 案件進捗や対応方 特に、中長期案件の対応については、新たに案件管理会議を発足させ、案件進捗や対応方
針に関する関係者間の共有を図ることで、より効率的な審査を行える体制とした。

 ポートフォリオベースでのリスク管理強化
 年次のポートフォリオ分析に加え、2001年度以降の事故データ分析を実施し、当該分析結果

を今般の制度改善における格付基準見直しや与信枠拡大の検討に活用した。

 また、大口バイヤー（信用てん補）に関する報告を月例化するとともに、更なるポートフォリオ
管理 拡充や事故デ タ 拡充 分析精度向上 定例報告化 向け 各種情報 デ タ化管理の拡充や事故データの拡充・分析精度向上・定例報告化に向けて、各種情報のデータ化
のためのシステム改良に着手した。

 カントリーリスク分析能力の向上
 ミャンマー、モンゴル、スリランカ、コンゴ、ガボン、コートジボワール、バルバドスの計7か国の

現地調査出張を行い、出張報告会の開催やe-NEXIでの12回にわたるカントリーレビュー掲載
等を通じて、顧客への情報発信とともに、職員のモニタリング意識向上を図った。

 サブソブリンリスクの引受検討
 サブソブリン（地方自治体）リスクの引受要件を定め、単体の財政状態、中央政府による支援

可能性 訴訟プロセスによる回収可能性等 具体的な調査を実施した可能性、訴訟プロセスによる回収可能性等、具体的な調査を実施した。
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《リスク管理の強化及び業務の適正確保のための体制整備-リスク管理の強化》

リスク管理体制の整備・強化②

 保険金の的確な査定 保険金の的確な査定
 過去及び現在の事故案件を題材とした事例研究等を内容とする、査定担当者向け研修を

毎月実施した。

 海外フロンティングに関する事故対応準備

 事故発生時の早期対応及び的確な事故債権管理を目的に、シンガポール事務所と密接
に連携するとともに 現地の元受民間保険会社を訪問して事故対応説明会を開催したに連携するとともに、現地の元受民間保険会社を訪問して事故対応説明会を開催した。

 コンプライアンス活動
 内部通報制度に関して 新たに外部弁護士事務所に通報窓口を設置し 匿名性を確保し 内部通報制度に関して、新たに外部弁護士事務所に通報窓口を設置し、匿名性を確保し

た上での通報を可能とした。

 システム上の情報の取扱に関連して、情報セキュリティ研修を実施し、職員の意識向上を
図った図った。
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《リスク管理の強化及び業務の適正確保のための体制整備
-専門能力向上及び人材育成》

専門的な業務遂行能力の向上と人材育成の取組

 従来の専門的な研修（システム、法務、労務、貿易実務等）に加え、業務
に密接に関わる内容を扱った研修（プロジェクトファイナンス トレードファに密接に関わる内容を扱った研修（プロジェクトファイナンス、トレードファ
イナンス、リスク・マネジメント）を外部講師や社内有識者を招いて実施。

 損害保険会社・システム開発会社の勤務経験者や、プロジェクトファイナ損害保険会社 システム開発会社の勤務経験者や、プ ジェクトファイナ
ンス経験者等を採用し、関連分野に配属。

 若手職員育成のため、新入職員研修の充実とメンター制度の見直しを実

新たな取組

施し、業務への円滑な定着を支援。

 多くの職員が仕事と家庭の双方を充実させ、より高い生産性を発揮でき
るべく 時差出勤や積立休暇等 仕事と家庭の両立支援制度を充実しるべく、時差出勤や積立休暇等、仕事と家庭の両立支援制度を充実し、
プロパー職員の定着化を図った。

 将来の人員構成に鑑み 新卒者を対象とした採用活動を開始
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 将来の人員構成に鑑み、新卒者を対象とした採用活動を開始。



政策的重要案件比率

《重点戦略分野への戦略化・重点化-①》

政策的重要案件比率
 NEXI第四期中期目標上、以下の目標が掲げられている。

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
（４）重点的政策分野への戦略化・重点化

日本貿易保険は、国の通商政策、産業政策、資源エネルギー政策等との密接な連携に努めること．．．（中略）．．．
以下に掲げるような政府として重点的に取り組むべき分野について一層戦略化・重点化しつつ、引受けの質的及び

 ２０１３年度実績

量的な拡大を図り、政策的に特に重要な中長期貸付及び投資案件の引受比率を現行の２割から中期目標期間中に
３割程度に引き上げること。

２０１３年度実績

案件数 (A) 政策的重要 案件数 (B) 比率
(B)/(A)

貿易代金貸付保険 ９ ２
2013年度政策的重要
案件比率は と貿易代金貸付保険 ９ ２

(インフラ２件)
－

海外事業資金貸付保険 ７ ４
(資源関連１件、インフラ３件)

－

４

案件比率は32.3％と

目標期間中に達成す
べき水準を充足。

海外投資保険 １５ ４
(資源関連２件、インフラ２件)

－

合計 ３１ １０ ３２．３％

注1） 第四期中期目標において、重点政策分野として掲げられている７分野の内、中長期貸付・投資案件に係わる項目は、主にインフラ、現地通貨建ファイナンス、
資源の安定供給源確保案件など。

注2) 中期目標設定時の前提に従い、実績評価は営業第二部が引き受けた案件で算出する。
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パ ケ ジ型イ 海外展開案件 引受

《重点戦略分野への戦略化・重点化-②-1》

プ ジ クト名 保険種 責任期間等 関係本邦企業 概要

パッケージ型インフラ海外展開案件の引受
 パッケージ型インフラ海外展開案件の引受（７案件）

プロジェクト名 保険種 責任期間等 関係本邦企業 概要

ヨルダン／IPP3ディーゼル
焚火力発電プロジェクト

海外投資保険
15年
－ 三菱商事

573MWのディーゼル焚火力発電所を建設・運営。
ヨルダン電力公社に対し、25年間の電力供給契約
に基づき電力を供給。

インド／国営火力発電

公社向けガス焚複合火力
発電所改修プロジェクト

貿易代金貸付
保険

13年
32億円

丸紅

三菱重工業

インドUttar Pradesh州にて操業中のガス焚複合火

力発電所の改修プロジェクト。発電所の改修に伴
い、ガスタービン等機器の改修工事を実施。

貿易代金貸付 15年 NTPCがインド南西部Karnataka州Kudgiにて建設・
インド／国営火力発電
公社向け超臨界圧石炭
火力発電プロジェクト

貿易代金貸付
保険

海外事業資金
貸付保険

15年
37百万米ドル

15年
103百万米ドル

東芝

NTPCがインド南西部Karnataka州Kudgiにて建設・

操業する超臨界圧石炭火力発電プロジェクト
（800MW×3基）東芝JSWがスチームタービン等の
発電設備を納入。

サウジアラビア／電力公 サウジアラビア国営電力会社が建設 操業するサウジアラビア／電力公
社向け重油焚火力発電プ
ロジェクト

貿易代金貸付
保険

14年
183百万米ドル

三菱重工業
、サウジアラビア国営電力会社が建設・操業する
重油焚超臨界圧発電プロジェクト（2,892MW ）に対
し、三菱重工業が発電設備を納入。

サウジアラビア／サウジア
ラムコ向けコジ ネレ

海外事業資金
貸付保険

3年
丸紅

サウジアラムコが保有する石油関連施設にコジェ
ネレ ションプラントを建設し 電力及び蒸気の販ラムコ向けコジェネレー

ション事業プロジェクト
貸付保険

（保証債務）
－

丸紅 ネレーションプラントを建設し、電力及び蒸気の販
売を行うプロジェクトに丸紅が債務保証するもの。

クウェート／Az Zour North 
IWPPプロジェクト

海外事業資金
貸付保険

23年
283百万米ドル

住友商事

約1,500 MWの天然ガス焚き複合火力発電所およ
び日量約46万トン～48万トンの造水プラントを建

設 事業運営するプロジ クトで クウ トにおけIWPPプロジェクト 貸付保険 283百万米ドル 設・事業運営するプロジェクトで、クウェートにおけ
る初の民活型発電・造水事業(IWPP)案件。

インドネシア／South‐East 
Asia Japan Cable （SJC）
System向け光海底ケ ブ

貿易代金貸付
保険

6年
13百万米ドル

みずほコーポレート銀行

KDDI、Googleの他、アジア域内の通信会社8社の
計10社が参画、日本とシンガポールを直接接続し、

中国 香港 フィリピン ブルネイに分岐する総延System向け光海底ケーブ
ル輸出プロジェクト

保険 13百万米ドル
ず 銀

中国、香港、フィリピン、ブルネイに分岐する総延
長約8,900kmの光海底ケーブルを敷設。

31（＊）パッケージ型インフラ海外案件について
ここでは、鉄道、水、電力等の分野における高度な我が国技術の輸出につながる案件や、それら分野で我が国企業の事業運営等に係る案件と定義。



大型プ ジ クト案件 対応

《重点戦略分野への戦略化・重点化-②-2》

大型プロジェクト案件への対応
 ベトナム／ニソン製油所 石油化学コンプレックスプロジェクト

出光興産及び 井化学がベ ム第 製油所及び 油化学プ を建設 運営するプ ジ ク 出光興産及び三井化学がベトナム第二の製油所及び石油化学プラントを建設・運営するプロジェクト。

 総プロジェクトコストが100億米ドルを超える大型案件であり、NEXIの付保案件としても過去３番目の規模。

 大型プロジェクトにおける邦銀の存在感が増す中、NEXIの支援により、大手都銀のみならず、地方銀行による
大型案件への参画も可能とな た大型案件への参画も可能となった。

引受決定時期 2013年6月

海外事業資金貸付保険

（億米ドル）

国際協力銀行（JBIC） 16 5

ECA直接融資

＜資金調達内訳＞

保険種
海外事業資金貸付保険

海外投資保険

保険金額
（海事）約13億米ドル

（海投）－

国際協力銀行（JBIC） 16.5
韓国輸出入銀行（KEXIM） 6.6

日本貿易保険(NEXI) 13.0
韓国輸出入銀行（KEXIM） 4.4

ECA保険・保証付き市中銀行融資

被保険者

（海事）みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、

三井住友銀行、三井住友信託銀行、山
口銀行、千葉銀行、静岡銀行他、計18行

（海投）出光興産、三井化学

韓国輸出入銀行（KEXIM） 4.4
その他ECA
（COFACE、HERMES、SACE、ECGD）
合計 50.0

9.5
（写真： 出光興産ホームページ)

保険責任期間 （海事）約16年、（海投）約4年

付保率
（海事）非常危険97.5%、信用危険90%
（海投）非常危険95%

NEXI他ECAによる付保・直接融資

プロジェクトファイナンス

＜スキーム概要＞

＜NEXIの過去の大型引受案件＞
原油

クウェート
石油公社

ペトロ
ベトナム

石油製品

石化製品

ニソン
リファイナリー

ペトロケミカル社

25.1%出資
出資

32クウェート
国際石油

出光興産 三井化学

石化製品

35.1% 35.1% 4.7%

25.1%出資



資源 ネ ギ 安定供給源確保①

《重点戦略分野への戦略化・重点化-③-1》

資源・エネルギーの安定供給源確保①

資源エネルギー総合保険の引受（３案件）資源 ネルギ 総合保険の引受（３案件）

プロジェクト名 保険種 責任期間等 関係本邦企業

オーストラリア／Roy Hill鉄鉱山開発プロジェクト
海外事業資金貸付保険

11年
700百万米ドル 丸紅オ ストラリア／Roy Hill鉄鉱山開発プロジェクト

資源エネルギー総合保険
700百万米ドル 丸紅

アルゼンチン／オラロス塩湖リチウム回収プロジェクト
海外投資保険

資源エネルギー総合保険

10年
53.68百万米ドル

豊田通商

オ ストラリア／R Hill鉄鉱山開発プロジ クト

アンゴラ／Block14鉱区開発プロジェクト
海外投資保険

貿易エネルギー総合保険

5年
－

国際石油開発帝石

オーストラリア／Roy Hill鉄鉱山開発プロジェクト

案件概要：

鉄鉱山を新規開発し、鉄道の新設及び港湾設備の整備を行
う鉄鉱石生産・輸送一貫開発型のプロジェクトに対し、海外事
業資金貸付保険（資源エネルギー総合保険A特約）で引受。

意義：意義：
 本プロジェクトで生産される鉄鉱石（年間 大55百万トン）

のうち、我が国の年間鉄鉱石輸入量の約1割に相当する
約11百万トンを丸紅が引取り 一部を本邦鉄鋼メーカーに （写真 社ホ ムペ ジ

33

約11百万トンを丸紅が引取り、 部を本邦鉄鋼メ カ に
供給予定。

 わが国の鉄鉱石の安定供給への貢献が期待される。

（写真： Hancock Prospecting社ホームページ)



資源 ネ ギ 安定供給源確保②

《重点戦略分野への戦略化・重点化-③-2》

資源・エネルギーの安定供給源確保②

アルゼンチン／オラロス塩湖リチウム回収プロジェクト

案件概要：

豊田通商が子会社を通じて取得するリチウム権益投資案件
について 、海外投資保険（資源エネルギー総合保険B特約）に いて 、海外投資保険（資源 ネルギ 総合保険 特約）
にて引受。

意義：
 本邦企業初のリチウム開発への出資・参画案件 本邦企業初のリチウム開発への出資 参画案件。
 今後の需要拡大が見込まれる電気自動車等向けに必要

不可欠なリチウムイオン電池材料の、わが国への安定供
給に大きく貢献することが期待される。

アンゴラ／Block14鉱区開発プロジェクト

給に大きく貢献することが期待される。

（写真：豊田通商年次報告書、Orocobre社ホームページ)

案件概要：

国際石油開発帝石によるアンゴラ原油生産鉱区権益取得に
伴うカントリーリスクについて、海外投資保険（資源エネル
ギギー総合保険B特約）にて引受。

意義：

本邦企業のアフリカ進出の機運が高まる中で、アンゴラ向け本邦 業 リ 進 機 高 中 、 ラ け
として初の海外投資保険引受案件、かつアフリカにおける初
の石油権益取得支援案件。

34（写真：国際石油開発帝石ホームページ)



《重点戦略分野への戦略化・重点化-④》

現地通貨建ファイナンス支援現地通貨建ファイナンス支援
 外貨高・円安のリスクをカバーする「外貨建て特約」の取扱通貨（20通貨）に南アフリカランド

（ZAR）を新たに追加。（2014年4月）（ZAR）を新たに追加。（2014年4月）
20通貨

米ドル（USD） ニュージーランドドル（NZD） 台湾ドル （TWD） マレーシアリンギット （MYR）

ユーロ（EUR） シンガポールドル(SGD) タイバーツ（THB） インドルピー（INR）

英ポンド（GBP） 中国人民元（CNY） インドネシアルピア（IDR） バーレーンディナール（BHD）

カ ダド （ ） 韓 ウ （ ） ベ ド （ ） ブ ジ （ ）
＋

南アフリカランド（ZAR）

カナダドル（CAD） 韓国ウォン（KRW） ベトナムドン（VND） ブラジルレアル（BRL）

豪ドル（AUD） 香港ドル（HKD） フィリピンペソ（PHP） ロシアルーブル（RUB）

ローカル・バイヤーズクレジットによる支援支援

 JBICによる融資制度拡充（ローカル・バイヤーズクレジット）に対応し

 2012年度に制度改正を行った「海外現地法人等による第三国輸出や進出国での販売支援の
ための投資金融（ローカル・バイヤーズクレジット）」による本邦企業の海外取引支援。

ブラジル／ペトロブラス社向け案件

香港／Pacific Basin グループ向け船舶販売支援

2013年度
ローカルB/C

 JBICによる融資制度拡充（ロ カル バイヤ ズクレジット）に対応し、
2013年度は下記の４案件を支援。

航空機分野

香港／Pacific Basin グル プ向け船舶販売支援

インドネシア／トラック納入にかかるインドネシア共和国向け案件

インド／国営火力発電公社向け超臨界圧石炭火案件

支援案件

航空機分野
 ボーイング機の輸出支援

（米国輸出入銀行との再保険）
B767型機：5機 B777型機：18機 B787型機：14機
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（実績） 受再保険金額約630億円

受再保険料約37億円
（写真：Boeing社ホームページ)



中小企業の海外展開支援／地銀連携①

《重点戦略分野への戦略化・重点化-⑤》

中小企業の海外展開支援／地銀連携①
 中小企業輸出代金保険の利用拡大

 2013年11月の格付審査基準の見直しで利用可能な格付範囲が拡大したこと、また提携地銀や関
係支援機関との連携等による商品普及にも努めた結果、利用が更に拡大。

＜2013年度 利用実績＞

引受件数：669件（前年度435件）

引受金額：2,740百万円（前年度1,303百万円）

利用シッパー数：78社（前年度47社）

 地方金融機関との販売委託の拡大
 2013年度に提携地銀数を29行から49行とし、地域金融機関との更なるネットワーク拡充を図った。

 提携地銀からの持込による保険成約件数は 前年度21件（13社）に対して 2013年度は114件（28社）

持込地銀、成約件数推移中小企業輸出代金保険実績 （件）（百万円） （件） （行）

 提携地銀からの持込による保険成約件数は、前年度21件（13社）に対して、2013年度は114件（28社）
に大幅増加。持込地銀数も7行から32行へ増加し、ネットワーク拡充の効果が着実に現れている。
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中小企業の海外展開支援／地銀連携②

《重点戦略分野への戦略化・重点化-⑥》

中小企業の海外展開支援／地銀連携②

 2014年2月 中小企業海外事業支援ネットワーク会議開催
 保険成約に至った銀行の成功事例の紹介や、各行の中小・中

堅企業支援の状況・課題、今後の方向性などに関する意見交
換を行った。

中小企業海外事業支援ネットワーク会議

 提携地銀行員向け勉強会を42回開催（計1,054名参加）
 拡充にあたっては、顧客への分かり易い貿易保険の紹介と円

な案件 次ぎ 提携 向 専滑な案件取り次ぎのため、提携ネットワーク行員向けの専用
パンフレットを作成・配布した。

提携地銀との顧客セミナ を9回開催（計742名参加）

プ

 提携地銀との顧客セミナーを9回開催（計742名参加）
 NEXI職員を講師として貿易保険の紹介を行ったほか、中小企業

向けのカントリー・リスクマップやカレンダーを配布するなどし、

 地銀顧客への同行

中小企業向けカントリーリスク・マップの
チラシ

カントリーリスクに関する意識向上を図る広報活動を実施した。

 地銀顧客への同行
 提携地銀の担当者が顧客中小企業

を訪問する際にNEXI職員が同行し、
銀行担当者をサポ ト 計161社へ
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銀行担当者をサポート。計161社へ
の訪問を行った。

提携ネットワーク行員向け専用パンフレット



提携機関等との連携強化 農業支援

《重点戦略分野への戦略化・重点化-⑦》

提携機関等との連携強化・農業支援

 提携機関等との連携強化
 日本政策金融公庫や中小機構、JETRO等による説明会に

参加し（計3回244名参加）、中小企業の海外進出を支援す
るアドバイザーを通じて貿易保険の紹介・普及を図った。

 経済産業省による中小企業の海外展開支援策の一環とし
て、中小企業の海外展開を支援する関係機関からの横断
的・一貫的なサポート体制である「海外展開一貫支援ファ
ストパス制度」に参画。

 2014年4月、信金中央金庫との間で中堅・中小企業及び信
用金庫の海外事業支援の協力に関する協定を締結。今 海外展開一貫支援ファストパス スキーム

後、信用金庫の取引先である地域の中堅・中小企業に向
けた貿易保険普及のための各種情報交換やセミナーへの
講師派遣等の相互協力を推進する予定。

 農業分野への支援
 日本ブランドである國酒の輸出支援では、2013年度は酒造

メ カ 社に いて支援メーカー2社について支援。

 その他、本邦企業の穀物買付先であるブラジル穀物集荷
企業向けのファイナンス支援を検討。
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地域企業海外事業⽀援ネットワーク

北海道銀⾏
北洋銀⾏

沖縄銀⾏沖縄銀⾏

⻘森銀⾏

秋⽥銀⾏
北都銀⾏

赤：2013年度締結行（20行）
※県の輪郭が太線になっているところは

２行以上との提携になる県 七⼗七銀⾏

荘内銀⾏
⼭形銀⾏北越銀⾏

第四銀⾏

北陸銀⾏
富⼭第⼀銀⾏ 七⼗七銀⾏

東邦銀⾏

富⼭第⼀銀⾏

北國銀⾏

滋賀銀⾏
京都銀⾏

福岡銀⾏
⻄⽇本シティ銀⾏

筑邦銀⾏

常陽銀⾏
筑波銀⾏

千葉銀⾏

埼⽟りそな銀⾏
武蔵野銀⾏静岡銀⾏

⼋⼗⼆銀⾏

名古屋銀⾏

⼗六銀⾏

滋賀銀⾏

三重銀⾏

みなと銀⾏
中国銀⾏広島銀⾏

伊予銀⾏⼤分銀⾏

佐賀銀⾏

筑邦銀⾏

千葉銀⾏
京葉銀⾏

東京都⺠銀⾏
横浜銀⾏

⼭梨中央銀⾏

三重銀⾏

南都銀⾏

百⼗四銀⾏

⼤分銀⾏
四国銀⾏

熊本銀⾏
肥後銀⾏

親和銀⾏

宮崎銀⾏
池⽥泉州銀⾏

⿅児島銀⾏
池⽥泉州銀⾏
近畿⼤阪銀⾏

関⻄アーバン銀⾏



諸外国と 経済連携強化

《重点戦略分野への戦略化・重点化-⑧》

諸外国との経済連携強化

 仏Cofaceとの再保険協定締結（2014年4月） 仏Cofaceとの再保険協定締結（2014年4月）

 Cofaceが世界96カ国で提供する取引信用保険を

NEXIが受再することにより、日系企業が進出する

大多数の国・地域において、NEXIが信用補完のた

めのキャパシティを提供することが可能となった。

 ロシアEXIARとの協力覚書締結（2013年5月）

 ロシアのECAであるEXIARとの間で、日露間の貿
易 投資を促進するための情報交換等を柱とした易・投資を促進するための情報交換等を柱とした
協力覚書(MOC)を締結。両機関における情報交換
や知見の共有など協力関係の構築を通じて、ロシ
アに進出する日系企業の支援を目指すものアに進出する日系企業の支援を目指すもの。

 6月には、本協力覚書締結に伴い、EXIARと合同で
ロシア進出日系企業を対象としたセミナーをモスク
ワにおいて開催

 アジアECA研修、他国ECAとのセミナー開催

ワにおいて開催。

写真提供：共同通信社
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 2013年7月 インドネシアASEIとの在インドネシア日系企業向けセミナー

 2014年2月 アジアＥＣＡ研修実施



新興国における取組強化

《重点戦略分野への戦略化・重点化-⑨》

新興国における取組強化

 サブサハラ・アフリカ諸国向け引受方針の緩和 サブサハラ アフリカ諸国向け引受方針の緩和

 2013年5月、横浜で開催された第5回アフリ
カ開発会議（TICAD V）の開催に合わせ

政治 経済状 等が改善 たて、政治・経済状況等が改善したアフリカ
19ヶ国を対象に、引受方針を緩和。

 資源開発のほか 近年需要が高まっ

【TICADⅤ開催時における

 資源開発のほか、近年需要が高まっ
ているインフラ開発・整備プロジェクト
等の多様な分野において、貿易保険
付保による本邦企業の支援が可能に

①引受制限条件の撤廃（8カ国）

②引受制限条件の緩和（7カ国）

【TICADⅤ開催時における
中⻑期保険の引受⽅針変更】

付保による本邦企業の支援が可能に
なった。

 新興国向け引受再開・引受条件緩和
 政治・経済状況や治安状況、債務を巡る状況等が改善したことを受けて、以下の新興

国向けの引受再開 引受条件緩和等を実施国向けの引受再開・引受条件緩和等を実施。

 ミャンマー向け海外投資保険で資本送金リスクの引受を開始

 キューバ向け短期保険の引受を再開
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 ミャンマー、ラオス、ウズベキスタン、トルクメニスタン他計10か国につきL/C条件を
撤廃



環境 安全技術 普及

《重点戦略分野への戦略化・重点化-⑩》

環境・安全技術の普及

 JBICとの環境カテゴリ－分類基準の共通化 JBICとの環境カテゴリ 分類基準の共通化
 案件に係る環境審査について、JBICとの間で環境カテゴリー分類基準の共有化を開始。

 これにより、案件に対する環境カテゴリー判断がJBICとの間で共通化され、お客様にとっ
てもわかりやすい運用とな たてもわかりやすい運用となった。

 環境ガイドラインの改訂準備 環境ガイドラインの改訂準備
 環境社会配慮確認のためのガイドラインについて、JBICと共同で改訂に向けたコンサル

テーション準備会合及び第１回会合を開催し、改訂に係る作業に着手。

 JCM特別金融スキームへの対応

 我が国の優れた低炭素技術・製品等の普及により温室効果ガスの排出低減に貢献する我 国 優れ 低炭素技術 製品等 普及 より温室効果 排出低減 貢献する
二国間オフセット・クレジット制度（JCM）を積極的に支援していくため、政府による「JCM特
別金融スキーム」の一環として、地球環境保険特約の対象にJCM制度に基づく事業に係
る輸出契約等を追加。対象案件については、非常危険を100%付保。
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海外 グ 推進

《民間保険会社による参入の円滑化》

海外フロンティングの推進

 海外新フロンティングの取扱開始 海外新フロンティング商品のポイント海 新 ィ グ 取扱開始
 2013年5月より、我が国企業の海外での販売・生産拠

点の取引に対する付保を可能とする海外新フロンティ
ング（取引信用保険）をタイ、香港、シンガポールにお

販売を開始

 安定的な与信枠の供与

 割安な保険料設定

 保険金査定の簡素化

 申込 契約変更手続き等の簡素化いて販売を開始。

 海外新フロンティングの販売開始後、2014年3月末迄
の11か月間における取扱実績は、引受件数9件、保
険価額9 4億円

 申込、契約変更手続き等の簡素化

険価額9.4億円。

（保険料仮試算対応ベース：相談件数555件、保険金
支払限度額3,163億円）

 既存のフロンティングの取扱実績については、引受件 既存のフロンティングの取扱実績については、引受件

数48件、保険価額約71億円。

 海外新フロンティングの販売促進の取組

 2013年9月： 香港日本商工会議所において、現地日系海外
子会社、銀行、監査法人等の会員企業約100社を招いて海外
新フロンテ ングセミナ を開催

 海外新フロンティングの販売促進の取組

 2013年11月： シンガポール日本人商工会議所において、会員企業約
100社を招いてグローバル経済動向（ADB Outlookの紹介）とともに海
外新フロンティングセミナーを開催

新フロンティングセミナーを開催。
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外新フロンティングセミナーを開催。

 2014年3月： シンガポール・香港・東京のブローカーに対し、フロン
ティング新商品の説明及び今後の販売協力に係る協議を実施。

香港セミナーの様子



業務運営 効率化

2013年度のNEXIの実績

(2) 業務運営の効率化
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《業務運営の効率化-①》

業務費 削減

 既存業務の徹底した見直し、効率化を通じ、業務費（人件費を含む）

業務費の削減

見 、 、 費 費
については、第三期中期目標期間において削減を達成した水準以下
とすることと定められている。

業務費は 海外事務所の営業支援や弁護士費用等の業務委託費の 業務費は、海外事務所の営業支援や弁護士費用等の業務委託費の
増加、環境実査の増加等の要因により前年度比4.5％の増加となった
が、基準年と比較すると、8.1％の減少。が、基準年と比較すると、8.1％の減少。

第三期中期目標期間 第四期中期目標期間

2011年度
（基準年）

2012年度
2013年度
（暫定値）

第三期中期目標期間 第四期中期目標期間

（基準年） （暫定値）

業務費
（金額）

4,061 3,569 3,730

業務費
（削減率）

－ ▲12.1% ▲8.1%

（単位：百万円）
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《業務運営の効率化-②》

般管理費の削減
 一般管理費については、第四期中期目標期間中、平成23年度の一般管理

費相当額を基準にして 毎年度1％以上の削減を行うことと定められている

一般管理費の削減

費相当額を基準にして、毎年度1％以上の削減を行うことと定められている。

 一般管理費とは、役員及び総務部のシステム部門を除く一般管理部門の人
件費・賃借料・業務委託費・外国旅費など管理業務に係る経費を指す件費 賃借料 業務委託費 外国旅費など管理業務に係る経費を指す。

 オフィス賃料や給与の削減＊等により、2013年度は2011年度対比で23百万
円（4.1％）の削減を達成。

 毎年1%の削減目標（549百万円）との対比でも、12百万円の削減。

第三期中期目標期間 第四期中期目標期間

2011年度
（基準年）

2012年度
2013年度
（暫定値）

第三期中期目標期間 第四期中期目標期間

（基準年） （暫定値）

一般管理費
（金額）

560 535＜554
(目標：基準年▲1%)

537＜549
(目標：基準年▲2%)

（単位：百万円）

一般管理費
（削減率）

－ ▲4.4% ▲4.1%

（単位：百万円）
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＊この給与削減は、平成23年10月28日閣議決定「公務員の給与改定に関する取扱いについて」および平成24年3月6日付総務省行政管理
局長から各府省官房長宛ての事務連絡「独立行政法人における役職員の給与見直しについて」等を踏まえ、平成26年3月31日までの間、
役職員の給与削減支給の措置を講じたことによるもの。



人員数

《業務運営の効率化-③》

人員数

 第四期中期計画に、平成27年度末の人員を平成23年度末の水準以下と
することが定められている。

 2013年度末時点における人員数は 基準年の2011年度末比▲6名の139 2013年度末時点における人員数は、基準年の2011年度末比▲6名の139
名。

2011年度末実績
（基準年）

2013年度末実績
（増▲減）

（単位：人）

常勤役職員計 145 139（▲6）

中期計画の削減目標
（参考値）

147 147（0）
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入札 契約 適 な実施

《業務運営の効率化-④》

入札・契約の適正な実施

競争性 な 随意契約 率 成 年度 金額ベ から 成 競争性のない随意契約比率は、平成20年度の92％（金額ベース）から平成
25年度は5％と、限界的な水準まで随意契約比率は減少させてきている。

 一者応札・一者応募となった契約については、平成25年度は6件。いずれ
も、公告期間を20日以上確保する、入札説明会を開催するなどして、競争性も、公告期間を20日以上確保する、入札説明会を開催するなどして、競争性
及び透明性確保の観点から適切に実施してきたもの。

 契約については、契約期間を複数年化することによって調達関連業務を削
減するべく、複数年契約に関するルールを策定。
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シ ム 効率的な開発及び円滑な運用

《業務運営の効率化-⑤》

システムの効率的な開発及び円滑な運用

 フロンティング新商品の事故・回収・決算システムの開発を実施したほか、包フロンティング新商品の事故 回収 決算システムの開発を実施したほか、包
括保険の商品性改善等のシステム対応を実施。また、2014年度に予定してい
る回収制度の方針転換に伴うシステム変更について検討を開始。

 適切な保守管理体制の継続により、保険業務システム稼働率100％（目標
99.5％）を達成しつつ、保守費用が第三期システムの実績を下回るよう抑制。
 2013年度の第四期システムの保守費は、目標（16.1億円）を下回る13.7億円。

 情報セキュリティポリシーに関して、基準の現状への適合性について検証し、 情報セキュリティポリシ に関して、基準の現状への適合性について検証し、
見直し案の策定に着手。また、システム上での情報の取扱に関連して情報セ
キュリティ研修を実施し、職員の意識向上を図った。

 新会計システムの調達に関する準備を開始するとともに、災害時を想定した
システム切替訓練を実施。

フロンティング新商品の事故・回収・決算システムの開発や今般の全面
的な制度・手続き改善に対応しつつ、システム稼働率100％を達成、その

保守費 抑制 標を達成 た
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上で保守費用の抑制目標を達成した。



財務内容 改善に関する事項

2013年度のNEXIの実績

(3)財務内容の改善に関する事項
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財務基盤 拡充

《財務内容の改善に関する事項-①》

財務基盤の拡充

 現預金及び有価証券の残高3,052億円（前年度2,852億円）。大規模な保
険金支払に対する一定の流動性を引き続き確保。

 当期利益は154億円（前期比▲50億円）計上。利益剰余金は前年度の732
億円から887億円に億円から887億円に。

 国債等による資金運用については 定の利回り水準を確保しつつ 償 国債等による資金運用については、一定の利回り水準を確保しつつ、償
還年限の平準化を図ることで、運用収益と手許流動性の安定性を確保。
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債権管理 回収 強化

《財務内容の改善に関する事項-②》

債権管理・回収の強化

 信用リスクに係る事故債権の回収率 信用リスクに係る事故債権の回収率
 第四期中期目標期間終了時における期間平均の回収実績率20％の目標に対し、サー

ビサーの活用等により積極的に回収に取り組み、2013年単年度の実績は38.7％。

非常 ク 係る 収金 非常リスクに係る回収金
 政府が締結する債務繰延協定等に基づく保険事故債権回収は、前年度223億円を上回

る297億円。

 バイリスケ債権関連では、2008年以降懸案となっていたキューバ短期延滞問題につい
て、2013年5月、NEXIとして初めて債務交渉のため現地に赴きキューバ当局と交渉、総
額273億円の新たなバイリスケ合意を締結。額 億円の新たな イリ ケ合意を締結。

 サービサーの積極活用
 新規及び既存の回収案件の一部について、被保険者による回収からサービサーの早

期起用による回収に移行することにより 被保険者の負担軽減を図るとともに 回収実期起用による回収に移行することにより、被保険者の負担軽減を図るとともに、回収実
績の向上にも貢献した。

 保険事故・懸念債権情報の適時適切な共有債 情
 ベネズエラ、イラン、エジプト、アルゼンチン、ウクライナ向けの付保案件について、経済

産業省と協力しつつ、現地在外公館、NEXI海外事務所の活用、ベルンユニオン会合を
通じた海外ECAとの情報共有等により、保険事故発生の未然防止や損失の 小化に努通じた海外ECAとの情報共有等により、保険事故発生の未然防止や損失の 小化に努
めた。また、保険事故情報や懸念債権情報を適時適切に社内に発信、情報共有し、モ
ニタリング意識向上を図った。 52



保険料率設定 積立基準 明確化 透明化

《財務内容の改善に関する事項-③》

保険料率設定・積立基準の明確化・透明化

 保険料率 保険料率

2013年度は、以下の保険料率の改定・明確化を行った。

（2013年4月の制度改正）

 簡易通知型包括保険における保険料計算期間刻みの細分化

 貿易一般保険（2年以上）及び貿易代金貸付保険（2年以上）における料率の変更

（2013年10月の制度改正）

 海外投資保険における政策変更リスクにかかる保険料率の変更

 ローカル・バイクレへの適用料率の明確化 等
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年度 算 監査

2013年度のNEXIの実績

2013年度NEXI決算（未監査）
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2013年度NEXI決算 損益計算書

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 前年度比

2013年度NEXI決算-損益計算書
（百万円）

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 前年度比

正味収入保険料 10,784 11,075 8,972 9,908 8,153 ▲ 1,755
資産運用収益 4,409 5,869 5,503 6,524 5,245 ▲ 1,279
正味支払保険金 ▲976 ▲749 ▲741 ▲ 388 ▲ 1,201 ▲ 813正味支払保険金 976 749 741 388 1,201  813
事業費・一般管理費 ▲7,116 ▲7,075 ▲5,840 ▲ 5,261 ▲ 5,597 ▲ 336
その他経常損益 ▲1,377 ▲3,343 1,112 ▲ 2,379 305 2,684

5,724 5,777 9,006 8,404 6,905 ▲ 1,499経常損益

貸倒引当金純繰入額 6,806 13,156 15,704 7,100 4,353 ▲ 2,747
その他特別損益 4,203 2,674 1,895 4,922 4,173 ▲ 749

11,009 15,830 17,599 12,022 8,526 ▲ 3,496特別損益

16,733 21,607 26,605 20,426 15,432 ▲ 4,994当期損益

 当期利益15,432百万円（前期比△ 4,994百万円）を計上。

 内訳：経常損益6,905百万円（前期比82%）、特別損益8,526百万円(前期比76%)

 経常収益は、正味収入保険料が海事保険料の減収等により前期比82.3%の8,153百万円に減少、また運用収益は債券売却を行
わなかったことにより前期比80%の5,245百万円となったものの、今期は支払備金を戻入計上（前期△342百万円→当期351百万

円）したこと等により、全体では前期比84%の14 241百万円の収益を計上。円）したこと等により、全体では前期比84%の14,241百万円の収益を計上。

 経常費用は、正味支払保険金が前期比3.1倍の1,201百万円となったが、支払備金の戻入（351百万円）、責任準備金繰入の減
少（前期2,466百万円→当期499百万円）等により、全体では前期比87%の7,336百万円を計上。
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 特別損益は、被出資債権の残高減少により、利息収入・貸倒引当金戻入（評価益）ともに減少し、全体で8,526百万円を計上。



2013年度NEXI決算 貸借対照表
10/3末 11/3末 12/3末 13/3末 14/3末 前期末比10/3末 11/3末 12/3末 13/3末 14/3末 前期末比

2013年度NEXI決算-貸借対照表
（百万円）

現預金 9,373 12,403 10,441 10,937 9,101 ▲ 1,836
有価証券 261,301 264,553 277,182 274,238 296,053 21,815
保険代位債権及び
未収収益

239,732 238,997 244,123 234,752 224,137 ▲ 10,615

現預金 9,373 12,403 10,441 10,937 9,101 ▲ 1,836
有価証券 261,301 264,553 277,182 274,238 296,053 21,815
保険代位債権及び
未収収益

239,732 238,997 244,123 234,752 224,137 ▲ 10,615
未収収益

, , , , , ,

貸倒引当金 ▲203,872 ▲190,283 ▲174,558 ▲ 167,809 ▲ 163,545 4,264
その他資産 9,149 13,592 14,566 16,546 7,811 ▲ 8,735

315 683 339 262 371 754 368 664 373 557 4 893資産計

未収収益
, , , , , ,

貸倒引当金 ▲203,872 ▲190,283 ▲174,558 ▲ 167,809 ▲ 163,545 4,264
その他資産 9,149 13,592 14,566 16,546 7,811 ▲ 8,735

315 683 339 262 371 754 368 664 373 557 4 893資産計 315,683 339,262 371,754 368,664 373,557 4,893
責任準備金 17,108 19,517 20,207 22,673 23,172 499
その他負債 16,483 16,046 21,243 24,989 13,951 ▲ 11,038

33 591 35 563 41 450 47 662 37 123 ▲ 10 539

資産計

負債計

315,683 339,262 371,754 368,664 373,557 4,893
責任準備金 17,108 19,517 20,207 22,673 23,172 499
その他負債 16,483 16,046 21,243 24,989 13,951 ▲ 11,038

33 591 35 563 41 450 47 662 37 123 ▲ 10 539

資産計

負債計 33,591 35,563 41,450 47,662 37,123 ▲ 10,539
282,092 303,699 330,304 321,002 336,433 15,431

315,683 339,262 371,754 368,664 373,557 4,893負債及び純資産計

負債計

純資産計

33,591 35,563 41,450 47,662 37,123 ▲ 10,539
282,092 303,699 330,304 321,002 336,433 15,431

315,683 339,262 371,754 368,664 373,557 4,893負債及び純資産計

負債計

純資産計

, , , , , ,

 現預金及び有価証券の残高3,052億円（前年度2,852億円）。大規模な保険金支払に対する一定の流動性を引き続き確保。

 責任準備金は、中長期の代金貸付、海外投資保険及び受再の新規引受が堅調であったことから、499百万円の責任準備金繰

入を行い、残高は23,172百万円。

 リスケ債権の回収等の進展や前年度対比での保険料収入計上の差異により 総資産は49億円増加の3 736億円

56

 リスケ債権の回収等の進展や前年度対比での保険料収入計上の差異により、総資産は49億円増加の3,736億円。



組織運営に関するこれまでの取組と今後について

《ご参考》

組織運営に関するこれまでの取組と今後について

 昨年度提示した組織運営の課題については、改善に向けた種々の取組に着手済み。

業務効率化の 層の徹底 アウトソ シングの拡大 専門性の高い人材確保

昨年度提示した組織運営の課題に いては、改善に向けた種々の取組に着手済み。

 今後も更なる効率的・効果的な組織運営のため、継続的な改善に取り組む予定。

業務効率化の一層の徹底 アウトソーシングの拡大 専門性の高い人材確保

○着手済みの取組

・ 仕事と家庭の両立支援制度

○着手済みの取組

・ 自主点検による業務効率化

○着手済みの取組

・ 中長期案件におけるリ ガル・ ・ 仕事と家庭の両立支援制度

・ 新入職員研修の導入とメンター
制度見直し

・ 新卒者採用

・ 自主点検による業務効率化

・ 外部コンサルの活用による業務
効率化

・ 組織再編による意志決定の迅速

・ 中長期案件におけるリーガル・
コンサルタントとしての社内弁護
士活用

・ 中長期案件のアドバイザリー業 新卒者採用

・ 給与制度の見直し 等

○今後の取組

組織再編による意志決定の迅速
化・権限明確化 等

○今後の取組

中長期案件のアド イザリ 業
務に関する外部コンサル活用

・ サービサーの積極活用による
債権回収の早期化 等

○今後の取組

・ 階層別研修の充実

・ 新卒・留学帰国者の採用強化

・ 新人教育制度の確立 等

○今後の取組

・ 保険業務のweb化推進

・ システム構成の見直しによる業
務 適化 等

○今後の取組

・ 国内フロンティングによる更なる
販路の拡大 等 新人教育制度の確立 等販路の拡大 等
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2013年度中長期主要案件 概観

《ご参考》

2013年度中長期主要案件‐概観

石油・ガス 船舶
鉱物
電力

その他
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2013年度 中長期主要案件 資源分野

《ご参考》

2013年度 中長期主要案件‐資源分野

2013年7月 2013年10月 2014年3月2013年7月

アンゴラ
Block14鉱区開発案件

海外投資保険

2013年10月

アルゼンチン
オラロス塩湖リチウム回収案件

海外投資保険

2014年3月

オーストラリア
Roy Hill鉄鋼山開発案件

海外事業資金貸付保険海外投資保険
貿易エネルギー総合保険

－
国際石油開発帝石

海外投資保険
資源エネルギー総合保険

US$  53.68mil
豊田通商

海外事業資金貸付保険
資源エネルギー総合保険

US$  700mil
丸紅
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2013年度 中長期主要案件 電力 インフラ分野

《ご参考》

2013年8月 2013年12月

2013年度 中長期主要案件‐電力・インフラ分野

2013年12月 2014年1月2013年8月

ベトナム
タイビン2石炭火力発電案件

貿易代金貸付保険

2013年12月

クウェート
Az Zour North IWPP案件

海外事業資金貸付保険

2013年12月

サウジアラビア
電力公社向け

重油焚火力発電案件

2014年1月

インド
国営火力発電公社向け

超臨界圧石炭火力発電案件
貿易代金貸付保険貿易代金貸付保険

US$  56mil
双日

海外事業資金貸付保険
US$  283mil
住友商事

貿易代金貸付保険
US$  183mil
三菱重工業

貿易代金貸付保険 US$  37mil
海外事業資金貸付保険

US$  103mil
東芝

2014年1月

インド
国営火力発電公社向けガス焚

2014年2月

サウジアラビア
サウジアラムコ向け

2014年3月

ヨルダン
IPP3ディーゼル焚

2014年3月

インドネシア
Cirebon IPP案件国営火力発電公社向けガス焚

複合火力発電所改修案件

貿易代金貸付保険
約32億円

サウジアラムコ向け
コジェネレーション事業案件

海外事業資金貸付保険
－

IPP3ディーゼル焚
火力発電案件

海外投資保険
－

Cirebon IPP案件

海外投資保険
－

丸紅
丸紅、三菱重工業 丸紅 三菱商事
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2013年度 中長期主要案件 産業分野①

《ご参考》

2013年度 中長期主要案件‐産業分野①

2013年6月 2013年6月2013年6月2013年5月 2013年6月

ロシア
ズベルバンク向け
バンクローン案件

2013年6月

バーレーン
鉄鋼製品製造・販売会社（SULB）

向け出資案件

2013年6月

ベトナム
ニソン製油所・

石化コンプレックス案件

2013年5月

マレーシア
多結晶シリコン製造案件

海外投資保険
海外事業資金貸付保険

－
東芝

海外投資保険
約281億円
大和工業

海外事業資金貸付保険
US$  13bil

海外投資保険 －
出光興産、三井化学

海外投資保険
－

トクヤマ

2013年6月

サウジアラビア
鉄鋼製品製造・販売会社

2013年9月

インドネシア
P T OTO MULTIARTHA向け

2013年10月

ベトナム
Vina Kyoei Steel向け

2013年9月

トルクメニスタン
国営化学公社向け鉄鋼製品製造・販売会社

（Saudi SULB)向け出資案件

海外投資保険
約31億円

P.T.OTO MULTIARTHA向け
貸付案件

海外事業資金貸付保険
55億円

Vina Kyoei Steel向け
投融資案件

海外投資保険 US$  6.0mil
海外事業資金貸付保険 US$8.3mil

共英製鋼、三井物産、

国営化学公社向け
硫酸製造プラント建設案件

貿易代金貸付保険
約60億円

大和工業 住友商事

2014年1月 2014年1月2013年10月 2013年12月

伊藤忠丸紅鉄鋼三井造船

インドネシア
トラック納入にかかるインド

ネシア共和国向けローカル・
バイヤーズ・クレジット案件
海 事 資金貸 保険

ロシア
PhosAgro‐Cherepovets社向け
アンモニアプラント輸出案件

金貸 保険

イラク
自動車販売・サービス事業

向け出資案件

海 資保険

中国
自動車部品製造・販売事業

向け出資案件

海 資保険
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海外事業資金貸付保険
US$  34mil

いすゞ自動車

貿易代金貸付保険
US$ 176mil

三菱重工業、双日

海外投資保険
US$  3.2mil
住友商事

海外投資保険
－

矢崎総業



《ご参考》

2013年度 中長期主要案件 産業分野②

2014年2月 2014年3月

2013年度 中長期主要案件‐産業分野②

2014年2月

インドネシア
自動車販売金融会社向け

事業資金案件

2014年3月

トルコ
トルコ共和国向け港湾クレーン

輸出案件

海外事業資金貸付保険
100億円
住友商事

貿易代金貸付保険
24億円

三井造船
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2013年度 中長期主要案件 船舶分野

《ご参考》

2013年8月 2013年8月 2013年9月 2013年12月

2013年度 中長期主要案件‐船舶分野

2013年8月

パナマ
ばら積み船輸出案件

貿易代金貸付保険

2013年8月

香港
Pacific Basinグループ向け船舶

輸出ローカル・バイヤーズ・
ク ジ 案件

2013年9月

シンガポール
ばら積み船輸出案件

貿易代金貸付保険

2013年12月

シンガポール
MOL Cape(Singapore)Pte.Ltd

向け船舶輸出案件
貿易代金貸付保険

US$ 24.725mil
ユニバーサル造船

クレジット案件
海外事業資金貸付保険

US$ 25.4mil
ツネイシホールディングス

貿易代金貸付保険
US$ 40.6mil
大島造船所

貿易代金貸付保険
US$ 60.7mil

商船三井、名村造船所

2014年1月

バハマ
ばら積み船輸出案件

2014年3月
ノルウェー

Petroleum Geo‐Services ASA
子会社向け海底資源探査船

2014年3月

マーシャル諸島
ばら積み船輸出案件ばら積み船輸出案件

貿易代金貸付保険
US$ 12.3mil

今治造船、伊藤忠商事

子会社向け海底資源探査船
輸出案件

貿易代金貸付保険
－

三菱重工業、長崎造船所

ばら積み船輸出案件

貿易代金貸付保険
－

名村造船所
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