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チューリッヒ保険会社
（チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド）
日本における代表者および最高経営責任者

北 澤　章
Akira Kitazawa

　日頃は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し
あげます。
　当期におけるわが国の経済は、2014年4月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により個人消費の
弱さが見られたものの、日銀による追加金融緩和や外国
為替市場における円安基調の持続などによる企業業績
の回復や雇用環境の改善を受けて、緩やかな回復を続け
ました。2014年度の当社の業績は、自動車保険、傷害
保険を中心として保有契約件数が増加した結果、収入
保険料は、前年度より11.5％増加し765億円となりました。
　インターネットや電話などを通じて自動車保険やバイク
保険を提供しているダイレクト事業においては、お客様の
利便性を高めるため、自動車保険のページをパソコンだけ
でなくタブレットでも使いやすいデザインに改良しました。
また、2015年1月保険始期分からスーパーバイク保険に
車両保険を新設、同時に保険料率を見直し、30～ 50代
のお客様にさらにご加入いただきやすくしました。これらの
取組みの結果、新規契約は引続き前年を上回る伸びを
達成しました。
　銀行やクレジットカード会社など提携企業の会員顧客や
口座保有者にダイレクトマーケティングの手法を通じて
傷害保険を提供しているホールセール事業では、2014年
度も2005年から連続している二桁成長を維持しました。
提携企業とのキャンペーンが大きな成功を収め、地方銀行
などとの提携もさらに拡大しました。また、こども総合保険や
シニア向けの傷害保険、海外旅行傷害保険など商品
ラインアップの拡大にも努めてきました。
　このような個人保険部門の成長に対応するため、体制の
整備も進めてまいりました。2014年12月には苦情対応
に関する国際規格「ISO10002」（品質マネジメント‐顧客
満足‐組織における苦情対応のための指針）の適合を宣
言しました。2015年2月には、長崎市に全国4番目のコン
タクトセンターとなる長崎オフィスを開設しました。また今年

も主要な顧客満足度調査では高い評価をいただきました。
　企業保険部門では、グローバル企業のお客様のニーズ
にお応えするため、新たに海外子会社の事故による製品
供給停止に伴う国内親会社などの利益損失を補償する

「グローバル利益保険プログラム」の販売を開始しました。
さらに、地震に起因する事故や工事遅延に伴う利益損害
も補償する「メガソーラー発電設備工事向け保険」の販売
も開始するなど、グローバルに展開するチューリッヒの強み
を発揮できる新商品の開発に努めています。
　当社は業務プロセスの改善や多様性を尊重する企業
文化の醸成にも積極的に取り組んできました。2014年4月
には「ダイバーシティ推進室」を立ち上げ、女性の活躍や
多様性を活かす職場づくりと“インクルージョン（一人ひとり
を尊重し、さまざまな意見やアイディアを組織に活かす
こと）” の文化を推進しています。また、4 年前から続け
ている「トランスフォーメーション（業務変革）」には全社を
挙げて取り組んでおり、さらなる業務プロセス・品質の
改善を図っています。
　今後も当社は企業理念である「ケア」と「イノベーション」
の精神に根ざし、常にお客様の期待を上回る「カスタマー・
エクスペリエンス（顧客体験）」を提供してまいります。具体
的にはA&H（傷害医療）商品領域の拡大・データ分析力
の向上・オペレーションプラットフォームの強化を軸とした
経営戦略に基づき、商品の多様化、高品質なサービスの
提供および業務効率の改善を着実に進めてまいります。
また、少子高齢化による社会構造の変化、自動車の安全
技術の進歩などの環境変化に着実に対応し、収益性と
成長性のバランスのとれた成長戦略の推進に注力すると
ともに、顧客満足度の向上とリスク管理態勢の高度化など
経営管理態勢の一層の強化に取り組んでまいります。
　今後もお客様から「選ばれる」保険会社になるよう努力
してまいります。引続きご支援とご愛顧を賜りますようお願い
申しあげます。

代表者ごあいさつ
Top Message
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企業理念
　チューリッヒ保険会社（チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド）は、お客様第一主義と高い倫理観に立脚し、

「ケア」と「イノベーション」の精神に根ざしたビジネスを展開します。お客様の信頼を基盤として、持続的な成長と企業価値

の向上を追求し、当社の目指す市場において、最高の保険会社として評価されることを目指します。

基本理念
　常にお客様の立場に立ってサービスを提供するため、全世界のチューリッヒ社員はここに挙げる基本理念に基づいて行動

します。

　「誠実であること」、「お客様第一主義」、「たゆまぬ価値の創造」、「卓越すること」、そして「チームワーク」。この5つの要素

からなるチューリッヒの基本理念は、私たちチューリッヒ社員の根幹であり、世界中の社員がこの理念によって結ばれて

います。

　基本理念は、チューリッヒ・インシュアランス・グループの行動規範である「チューリッヒ・ベーシックス」に、全社員が共有

する価値観として明示されています。

誠実であること Integrity
私たちは、すべての人に平等かつ真摯に接し、すべての関連する法令、規則、社内規定を遵守します。

お客様第一主義 Customer centricity
私たちは、お客様を私たちが行うすべてのことの中心に置きます。

たゆまぬ価値の創造 Sustainable value creation
私たちは、お客様や株主、人々や社会のためにたゆまず価値を創造し続けます。

卓越することExcellence
私たちは、最高のクオリティを追求し、すべてに対して常に改善への努力をします。私たちは、常に新しい問題解決方法を見つけます。

チームワーク Teamwork
私たちはひとつのチーム、チューリッヒの一員として力を合わせて働きます。私たちはオープンで公平な情報共有とコミュニケーションを図ります。

企業理念
Vision Statement 
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私たちはお客様を大切にします。
We care about our Customers.

　日々、リスクに直面している個人や家族、企業や団体が、
私たちのお客様です。私たちは、お客様の信頼と、お客様に
サービスを提供する手助けをしてくれる代理店やパートナーの
強い協力を得なければなりません。そのためには、私たちはお客
様がリスクを理解し、そのリスクから自身を守ることを可能にす
るような助言や商品、サービスをお届けしなければなりません。
私たちは、「ワン・チューリッヒ」として、お客様の期待を上回る
価値を提供します。そして、万が一の場合には、お客様一人
ひとりに寄り添い、健全な財務基盤を備えて、私たちの約束を
果たします。

私たちは株主を大切にします。
We care about our Shareholders.

　私たちの果たすべき約束の強い裏付けとなる健全な財務
基盤、それを支えてくれる個人や団体が、私たちの株主です。
私たちは株主の投資に対して、持続的に公正かつ確実な
利益を上げなければなりません。私たちはコアビジネスである
保険事業に特化し、将来に向かって投資を行い、厳格な財務
規律とポートフォリオ統制を通じて、それを実現します。

チューリッヒ・コミットメント
　チューリッヒ・コミットメントは、チューリッヒ社員一人ひとりが実践すべき行動指針であり、またチューリッヒがステークホルダー
から信頼される会社として事業を運営していくための企業の指針でもあります。

私たちは社員を大切にします。
We care about our People.

　チューリッヒは、チューリッヒが最高のグローバルな保険会社
となるために、ともに努力する多種多様な社員によって構成
されています。私たちは社員の情熱と誠実さを尊重しており、それ
らがチューリッヒの強さの基盤です。私たちは社員一人ひとり
が自らの潜在能力を十分に発揮できるよう、社員の能力と専門
知識の開発をサポートします。私たちは成功を喜び合い、失敗
から学びます。そして、私たちは共通の理念に基づいて行動し、
互いに責任を持ちます。

私たちはコミュニティを大切にします。
We care about our Communities. 

　私たちのお客様、社員、株主が生活し、働く場所が、私たち
のコミュニティです。私たちは、コアビジネスである保険事業を
通じて、チューリッヒが果たしている社会への貢献を誇りに思う
と同時に、私たちの持てる人材、時間、そして資源を通じて、
コミュニティに貢献していかなければなりません。
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会社概要
　チューリッヒ保険会社（チューリッヒ・インシュアランス・
カンパニー・リミテッド）は、チューリッヒ・インシュアランス・
グループのアジアにおける重要拠点です。お客様の期待に応
えるサービスの提供をモットーに、ダイレクトビジネス、提携ビジ
ネス、代理店ビジネスなど、複数のチャネルを通じて個人のお
客様に幅広い保険サービスを提供しています。また、企業のお
客様に対しては、チューリッヒの持つグローバルな専門知識を
最大限に活用し、企業のリスクやニーズに対応するソリューショ
ンのご提案、ご提供を行っています。チューリッヒ・インシュアラ
ンス・グループは、1872年にスイスで設立され、55 ,000人を
超える従業員を有し、世界170ヵ国以上で保険商品・サービス
を幅広く展開しています。

企業データ
名称 チューリッヒ保険会社
   （チューリッヒ・インシュアランス・
 カンパニー・リミテッド）

英文名 Zurich Insurance Company Ltd

代表者 日本における代表者および最高経営責任者
 北澤　章

設立年月 1986年（昭和61年）7月  〔事業免許取得〕

日本本社所在地 〒164-8511　東京都中野区中野4-10-2
 中野セントラルパークサウス 16階

電話番号 03-6832-2111（大代表）

事業拠点 東京（中野・調布）、大阪、長崎、名古屋、札幌

従業員数 約990人 
   （スタッフ社員含む 2015年3月末現在）

事業内容 損害保険業

名称 チューリッヒ生命
   （チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・
 カンパニー・リミテッド）

設立年月  1996年（平成8年）8月  〔事業免許取得〕 

所在地 〒164-0001　東京都中野区中野4-10-2  
 中野セントラルパークサウス 16階 

事業内容  生命保険業 

資本金  6,000万スイスフラン 
 （スイス本社）   （2014年12月31日現在）

日本におけるグループ会社
　チューリッヒ生命（チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・
カンパニー・リミテッド）は、1996 年にチューリッヒ・インシュ
アランス・グループの日本における生命保険部門として設立
され、ガン保険、医療保険を中心に、競争力ある価格設定に
より個人保険の分野で安定した成長を遂げています。

チューリッヒ保険会社 （チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド）概要
Zurich Insurance Company Ltd Profile
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● 個人保険部門

● 企業保険部門

● 損害サービス部門

● 商品管理部門

● 管理部門

日本における
代表者および
最高経営責任者

チーフ・
オペレーションズ・

オフィサー

ジェネラル
カウンセル

チーフ・
アンダーライティング・

オフィサー

チーフ・
クレームズ・
オフィサー

個人保険部門
統括本部長

保険計理人

統合リスク管理委員会

オペレーショナルリスク管理委員会

引受リスク管理委員会

財務リスク管理委員会

コンプライアンス委員会

ITマネージメント・コミッティー

投資委員会

お客様の声委員会

人事委員会

懲罰委員会

個人保険ビジネス分析室

A&H推進室

営業統括部

マーケティング部

業務改革推進部ホールセール事業本部

ダイレクト事業本部

企業保険事業本部

損害サービス本部

商品管理本部

IT統括本部

チーフ・リスク・オフィサー

チーフ・コンプライアンス・オフィサー

チーフ・HR・オフィサー

事務統括部

A&H業務部

マーケティング部

カスタマーケアセンター

代理店開発部

ソーシャルメディア推進室

自動車業務部

営業開発部

業務部

オペレーションズ統括部

リスクエンジニアリング部

プロジェクトマネージメントオフィス

損害サービス品質向上推進部

企業保険損害サービス部

損害サービス統括部

組織人材開発部

自動車損害サービスフィールド統括部

傷害火災新種損害サービス部

事故受付・業務サポート部

自動車商品管理部

傷害火災新種商品管理部

企業保険商品管理部

商品数理部

財務部

ITプロジェクトマネージメントオフィス

IT企画部

IT開発部

IT運用部

事務管理部

お客様相談室

リスク管理部

コンプライアンス部

広報部

人事・総務部

ダイバーシティ推進室

チーフ・
ファイナンシャル・

オフィサー

内部監査部

マネージメント・コミッティー

アウトバウンドテレマーケティング部

経営戦略
企画室

チューリッヒ保険会社（チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド）組織図 2015年7月1日現在
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沿革
 1986年 ・日本支店開設（損害保険事業免許取得）

 1987年 ・日本支店営業開始

 1990年 ・大阪オフィス開設

 1997年 ・調布カスタマーケアセンター開設　
   （ダイレクト事業本部営業開始）

 1998年 ・ 「スーパー自動車保険」販売開始

 1999年 ・インターネットによる見積り・契約締結サービス開始

 2000年 ・オールステート社の保険契約包括移転完了
 ・大阪カスタマーケアセンター開設

 2001年 ・ウィンタートウル・スイス保険会社の
  保険契約包括移転完了

 2002年 ・携帯電話での契約更新サービス開始【業界初】

 2003年 ・福岡損害調査オフィス開設

 2004年 ・名古屋損害調査オフィス開設

 2005年 ・ 「スーパーバイク保険」販売開始

 2006年 ・モバイルテクノロジー「Z-ステッカー」提供開始【業界初】

 2007年  ・「安全と安心の情報サイト」サービス開始　
 ・GPS（位置情報機能）緊急通報サービス開始

 2008年 ・モバイルサイトによる自動車保険契約サービス開始【業界初】

 2009年 ・専属バイクによる新ロードサービス
   「Z-エクスプレス」開始【業界初】

 ・保険金支払管理システム「Z-トラスト」導入

 2010年 ・Twitter（ツイッター）に公式アカウント開設

 ・Facebook（フェイスブック）に公式ページ開設

 2011年 ・GPS機能を活用したスマートフォンへの
  交通安全情報配信サービスを開始【業界初】

 2012年 ・専属バイクによるロードサービス「Z-エクスプレス」に
  電動スクーターを導入【業界初】

 ・Google+（グーグルプラス）に公式ページ開設

 ・東京本社オフィス移転

 2013年 ・ウェブサイト上のお客様専用ページ
 「My Zurich（マイ チューリッヒ）」を全面的にリニューアル

 2014年 ・苦情対応マネジメントシステムの国際規格
 「ISO10002」への適合宣言

 2015年 ・長崎オフィス開設

第三者機関による評価
 2011年  ・価格.com 自動車保険 満足度ランキング 総合第1位※1 
 ・自動車保険顧客満足度 No.1〈ダイレクト系保険会社部門〉
                    〔J.D. パワー アジア・パシフィック〕※2

 ・ HDI-Japan（ヘルプデスク協会）問合せ窓口（電話対応）格付け※3

   最高評価の三つ星評価を獲得
 ・2011年度 JCSI（日本版顧客満足度指数）第3回調査※4

   損害保険業界部門 第1位

 2012年  ・イード・アワード自動車保険顧客満足度※5

   最優秀賞（総合第1位）
  ・ HDI-Japan（ヘルプデスク協会）問合せ窓口（電話対応）格付け※3

   HDI-Japan（ヘルプデスク協会）サポートポータル（ウェブサイト）格付け※3 
   最高評価の三つ星評価を獲得 
 ・2012年度 JCSI（日本版顧客満足度指数）第3回調査※4

   損害保険業界部門 第1位

 2013年 ・イード・アワード自動車保険顧客満足度※5

   最優秀賞（総合第1位）
  ・第2回ソーシャル活用売上ランキング TOP200にランクイン
   〔日経BP社『日経デジタルマーケティング』〕

 ・HDI-Japan（ヘルプデスク協会）問合せ窓口（電話対応）格付け※3

   HDI-Japan（ヘルプデスク協会）サポートポータル（ウェブサイト）格付け※3 
   最高評価の三つ星評価を獲得
  ・ＩＴ協会 優秀コンタクトセンター表彰制度 経営貢献賞受賞※6

 2014年 ・ IT協会 カスタマーサポート表彰制度 優秀賞※6

 ・  HDI-Japan（ヘルプデスク協会）サポートポータル（ウェブサイト）格付け※3 
   最高評価の三つ星評価を獲得

※1：価格.com 自動車保険 満足度ランキング　
2011年1月25日～1月28日の期間に、過去半年以内に価格.comを利用した人の中
で現在自動車保険（任意保険）に加入している、もしくは事故時などに保険会社
に連絡をしたことのある人を対象に調査を実施。有効回答者数：2 ,031人。詳しくは
価格.com 自動車保険 満足度ランキングをご覧ください。 

※2：自動車保険顧客満足度調査 　
出典：J.D. パワー　アジア・パシフィック2011年日本自動車保険顧客満足度調査SM。当部
門の調査対象は代理店を介さず、主にインターネットや電話などで契約者と直接契約
する保険会社。現在契約中の保険会社に関して4,568名からの回答を得た結果。 
http://japan.jdpower.com

※3：HDI-Japan（ヘルプデスク協会）問合せ窓口（電話対応）格付け／
　　同サポートポータル（ウェブサイト）格付け　

顧客と企業の最も直接的な接点である電話対応とウェブサイトにフォーカスし、認定さ
れた専門審査員と公募による一般審査員が同協会の国際スタンダードを用いて企業
の問合せ窓口業務とウェブサイトのサポート性を評価。 
http://www.hdi-japan.com 

※4：JCSI（日本版顧客満足度指数）調査　
サービス産業生産性協議会が独自に開発した指数「JCSI」を用いて、日本の幅広い
産業をカバーする日本最大級の顧客満足度調査。調査はインターネットモニターを用
いて実施。有効回答者数は、2011 年度第 3 回：33 ,902 人、2012 年度第 3 回：
31,670人。 http://www.service-js.jp 

※5：イード・アワード自動車保険顧客満足度　
株式会社イードが実施している、さまざまなサービスのエンドユーザーの顧客満足度
調査に基づいて贈られる賞。自動車保険（任意保険）の加入者が8項目について5段階
で保険会社を評価。有効回答数は、2012年度16,416、2013年度13,125。 
http://www.iid.co.jp/award/ 

※6：ＩＴ協会 カスタマーサポート表彰制度　
創造的で先進的な顧客サポート・サービスを行い、顧客満足度の向上を図り、経営に優
れた貢献をした企業・団体などの当該部門を、優秀コンタクトセンターとして表彰。審査
は審査委員会により行われ、応募企業に対して書類審査および現地審査を実施。
2014年度に、優秀コンタクトセンター表彰制度から名称変更。 
http://www.jiit.or.jp

チューリッヒ保険会社 （チューリッヒ・ インシュアランス・カンパニー・リミテッド )概要
Zurich Insurance Company Ltd Profile 
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収入保険料
　当期の収入保険料は、好調な傷害保険や自動車保険の
売上増加などにより、765億円を計上しました。

総資産額
　業容の拡大に伴い、順調に総資産を殖やし、624 億円を
計上しました。

単体ソルベンシー・マージン比率
　当期の業績の結果、単体ソルベンシー・マージン比率は
453 .0％（昨年比 48 .1ポイント減）となりましたが、引き続き
十分な水準を確保しております。
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 （注）1  単体ソルベンシー・マージン比率は、リスク計測の厳格化等を図るため、
2011年度末（2012 年 3月31日）から算出にかかる法令等が改正   
されております。2010 年度までは、改正前の基準（旧基準）によって
算出されたソルベンシー・マージン比率です。

       2   2011年度と2012年度の単体ソルベンシー・マージン比率の数値に
         誤謬が発生したため、訂正しております。

主要な業績・財務状況
Financial Highlights 
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顧客満足度調査において高い評価を獲得
　2014 年は、HDI-Japan（ヘルプデスク協会）が実施した
HDI 問合せ窓口格付け調査において、損害保険業界

「サポートポータル（ウェブサイト）格付け」部門で、3 年連続
で最高評価の三つ星を獲得しました。また、当社のカスタマー
ケアセンターが、公益社団法人企業情報化協会（IT 協会）
が主催する「平成 26 年度カスタマーサポート表彰制度」に
おいて、「優秀賞」を受賞しました。
　当社は今後も引き続き、“ケア”の精神に基づき、お客様と
のあらゆる接点において、お客様の期待を超えるカスタマー・
エクスペリエンスをご提供するため、サービスの向上に取り
組んでいきます。

全国4番目のコンタクトセンター
「長崎オフィス」を新設
　当社は東京、大阪、北海道に続いて全国 4 番目のコンタ
クトセンターとなる「長崎オフィス」を開設し、2015年2月1日
より業務を開始しました。
　長崎オフィスの「カスタマーケアセンター」は、全国のお客
様に対し、当社の保険に関する新規契約の手続き、契約
内容照会、既存契約についての保全手続きなどの電話受付
業務と事故受付業務を行います。また当社は、長崎オフィス
の開設により、万が一の大規模災害発生時においても、
業務の継続を可能とする事業継続計画（BCP）を遂行で
きる体制を強化しました。
　長崎オフィスは当社のビジネスの成長とともに拡充し、
当社の成長を牽引する、戦略的に重要な拠点となります。

公益社団法人
企業情報化協会（IT協会）
カスタマーサポート表彰制度 
優秀賞を受賞

HDI-Japan（ヘルプデスク協会）
サポートポータル（ウェブサイト）格付け 

【3年連続】 
三つ星（最高評価）を獲得

2014 年トピックス
2014 Topics

自動車保険のお見積りページをリニューアル
パソコンでもタブレットでも使いやすい
デザインに
　お客様に、必要な情報を「見やすく、わかりやすく、伝わり
やすく」お届けすることは、当社が継続的に行っている取組み
のひとつです。その一環として2014 年 9月17日に、ウェブ
サイトの自動車保険のお見積りページをリニューアルしました。
　お客様の視点からひとつひとつの項目を見直し、パソコン
はもちろん、タブレットでも操作しやすいボタンやプルダウン
のデザインを採用しています。また、お見積りの条件を設定
する選択肢や補償範囲の表現をすべて見直すとともに、
補償内容もより具体的にご確認いただけるようにしました。
さらに特約の選択には、同じ内容の特約でも各保険会社に
より異なる呼称を使用している場合があるため、他社でご契
約中のお客様のために、当社以外の特約の呼称も新たに
掲載しました。併せて、2 台目のご契約は等級が優遇される
ことが画面上でわかりやすいように2 台目判定の選択肢を
設けるなど、ページ全体にわたり、デザイン、構成そして表現
に至るまできめ細かな改良を加えています。

新コンテンツ「自動車保険の選び方」を公開
自動車保険の最適な選び方をサポート
　自動車保険の補償内容や特約の選び方など、お客様が
疑問や不安を抱きやすいポイントを整理し解説する新コン
テンツ「自動車保険の選び方」を、ウェブサイト上に公開しま
した。「相手の方への補償の選び方」、「ご自身や同乗者
への補償の選び方」、「ご自身のお車への補償の選び方」、

「お車を運転中以外の事故への備え」、「運転される方の
条件の選び方」の5つの項目に情報を整理して解説してい
ます。
　新コンテンツには、当社のカスタマーケアセンターのケア
スタッフがお客様にお電話でご案内している内容をベースに、
保険金額の標準プランと節約プランのご紹介や、イラスト・
図表による説明なども加え、ウェブサイト上でお客様がご
自身で円滑に素早く疑問を解決し、より最適なプランを選択
いただけるようにしています。
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ソーシャルメディアのさらなる活用
　当社は、お客様やご契約者以外の方 と々の接点を増やし、
情報を発信するとともに、これらを通じて寄せられたご意見を今
後の当社のサービス向上に活かしていくことを目指して、早くか
らソーシャルメディアを活用したコミュニケーションに積極的に
取り組んでまいりました。
　特に2010年に公式ページを開設したFacebook（フェイス
ブック）は開設以来、皆さまの生活に役立つ情報やトピックス
を毎日発信しています。多くの方々が楽しめるページ作りを心
がけており、2014年は、母の日やクリスマスなどの時節に合わせ
たキャンペーンも展開しました。その結果ファン数は、2015年
5月末現在で損害保険会社として最多の38,000人を超え
ています。

 Twitter（ツイッター）： 
 ht tp://twitter.com/ZurichJapan

 Facebook（フェイスブック）： 
 ht tp://www.facebook.com/ZurichJapan

 Google+ （グーグルプラス）： 
 ht tp://gplus.to/ZurichJapan

 YouTube（ユーチューブ）： 
 ht tp://www.youtube.com/ZurichJapan

新たに4行と提携し、ダイレクトメールによる
傷害保険のご案内を開始
　当社はクレジットカード会社や銀行などと提携し、その企業の
顧客へダイレクトメールなどで傷害保険をご案内する「フリー・
インシュアランス・プログラム」というビジネスモデルを展開して
います。
　これまでに50社以上の企業と提携し、継続的にプロモーション
を実施していますが、2014年は特に銀行マーケットの開発に
注力し、福岡銀行、広島銀行、武蔵野銀行、十八銀行と提携
しました。また、銀行以外では、旅行代理店、自転車メーカー、
家電量販店、スーパーマーケットなどの企業とのビジネスをス
タートさせました。
　当社はダイレクトマーケティングで培ったノウハウを活用し、
さまざまな業種・業態の企業との提携を進め、お客様の期待
に応えてまいります。

プロジェクトの着工に伴う市場ニーズに
対応する「メガソーラー発電設備工事向け
保険」を販売開始
　2014 年 9月1日より、当社はメガソーラー発電（大規模な
太陽光発電）設備工事に関するリスクを包括的に補償する
保険商品の一般販売を開始しました。
　この商品は、メガソーラー発電設備の工事期間を対象と
する「組立保険」、「損害賠償責任保険」、「操業開始遅延
保険」の3 種類の保険をセットにした新しいパッケージタイプ
の保険です。特長として、操業が遅延した際の喪失利益など
の補償が可能となるだけでなく、「組立保険」、「操業開始
遅延保険」では、地震・津波・噴火に起因する事故も対象と
することが可能です。

海外子会社の事故や災害に備える
「グローバル利益保険プログラム」を
販売開始
　昨今のビジネスのグローバル化に伴い、海外に子会社を
持つ日本企業が増加し、グローバル水準の利益保険への
需要が高まっています。当社は2014年6月27日より、海外
子会社の事故による製品供給停止に伴う国内親会社などの
利益損失を包括的に補償する「グローバル利益保険プログラ
ム」の販売を開始しました。
　当保険商品は、国内の財物保険と利益保険に、海外子会
社の財物保険と利益保険を組み合わせてプログラム化するこ
とで、国内外の整合性のとれたトータルプログラムを構築できま
す。また、自然災害による利益損害や、海外サプライヤーから
の供給停止に伴う利益損失の補償も対応が可能です。
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2014 年トピックス
2014 Topics

ダイバーシティと
インクルージョンの推進
　チューリッヒ・インシュアランス・グループは、「誠実である
こと」、すなわち「すべての人に平等かつ真摯に接すること」を
基本理念に掲げています。この理念のもと当社では、多様な
人材が活躍できる企業風土の醸成に取り組んでいます。その
一環として2014 年 2月に導入した在宅勤務制度は、一般
社団法人日本テレワーク協会が主催する「第14回テレワーク
推進賞」において奨励賞を受賞しました。総務省などが後援す
る「テレワーク推進賞」は、ICT（情報通信技術）を活用した、
場所や時間の制約の少ない柔軟な働き方であるテレワークの
導入と活用、そしてその普及に貢献した企業や団体を表彰する
ものです。
　また4月には、ダイバーシティとインクルージョン（社員一人
ひとりを尊重し、さまざまな意見やアイディアを組織に活かす
こと）の文化をさらに促進することを目指して、「ダイバーシティ
推進室」を立ち上げました。当部署を中心に、ダイバーシティ戦
略の策定、介護に関するセミナーや女性管理職の交流会の
開催、職場相談窓口の開設など、社員一人ひとりが能力を
発揮し、会社とともに成長することができるように取組みを続け
ています。

Zチューリッヒ基金（Z Zurich Foundation）
チューリッヒが運営する財団法人。社会および環境における
危機的状況への革新的かつ持続可能なソリューションを提
供する非営利組織と提携し、長期的に活動支援を行うための
組織です。チューリッヒは2012 年 3月、長期的な地域社会へ
の貢献の取組みを強化するために、Zチューリッヒ基金へ1億
USドルの拠出をしています。

社会貢献活動

グループ全体で社員による地域社会への貢献を
推進する「グローバル・コミュニティ・ウィーク」
　2014 年に3 回目を迎えた「グローバル・コミュニティ・
ウィーク」は、世界各国のチューリッヒが同時開催をする社員
参加型の社会貢献活動です。日本支店では、国内全6事業
拠点において、「チャリティ・スイーツ・デイ」と「チャリティ・
ブック・セール」の2つのイベントを実施しました。両イベントに
寄せられた社員からの寄付金は、チューリッヒが運営する財団
法人 「Zチューリッヒ基金」のマッチング（社員からの寄付
額と同額の上乗せ）と合わせて、地域福祉や子どもを支援し
ている団体へ寄付しました。グループ全体では、当ウィーク中
に43ヵ国でさまざまなイベントが実施され、社員によるボラン
ティア活動の総時間は約33,000時間にのぼりました。

遺児の教育を支援する
 「あしなが Pウォーク10」
　「あしなが Pウォーク10」は、あしなが育英会の遺児学生ら
が企画し、全国47都道府県、約60コースで毎年開催されている
ボランティアウォークで、約10キロの道のりを歩きながら、日本
と世界の遺児が抱える問題について考えるものです。
　当社はその趣旨に賛同し、2010年から社員の参加を募って
おり、2014年の開催には全国で62名の社員とその家族が
ウォークに参加しました。「あしなが Pウォーク10」は、阪神
大震災で世界中から支援をうけたことへの恩返しとして海外遺
児支援を行っており、ウォークの参加費から運営費を除いた金
額と寄付金は、ウガンダのエイズ遺児への教育支援に役立
てられます。また当社は、社員と家族の参加費に加え、参加費
総額と同額を「あしなが育英会」に寄付しました。

※1：「ISO10002」とは、2004年に ISO（国際標準化機構）によって制定され
た組織における苦情対応のためのマネジメントシステムに関する国際規格
です。この規格は、効果的かつ効率的な苦情対応プロセスの設計・実施に
ついての指針（ガイドライン）であり、「基本原則」「苦情対応の枠組み」

「計画及び設計」「苦情対応プロセスの実施」「維持及び改善」と規格要
求事項を示しています。

※ 2：自己適合宣言とは、第三者機関によって審査される第三者認証制度では
なく、組織自らで規格要求事項と照らし合わせて、自己評価を行い、自己
責任原則が適用される手法による宣言です。

苦情対応マネジメントシステムの
国際規格「ISO10002」適合を宣言
　当社は、お客様の声対応態勢が、苦情対応に関する国際
規格「ISO10002」※ 1（品質マネジメント‐顧客満足‐組
織における苦情対応のための指針）に適合していることを、
2014年12月19日付で宣言しました。
　これによりチューリッヒ・インシュアランス・グループの基本
理念のひとつである「お客様第一主義」に基づき、今後もお客
様の視点に立ちお客様の立場を尊重したお客様の声対応を
行い、お客様の声を最大限に保険商品、サービスの品質向上
に反映することを通じて、「ISO10002」の規格要求事項を
遵守した苦情対応を継続的に実施していきます。
　なお、「ISO10002」の自己適合宣言※ 2は、外資系損害
保険会社では初めてです。
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日本の森を守り街とつなぐ
「W-ECOプロジェクト」
　「W-ECOプロジェクト」は、当社が楽天インシュアランス
プランニング株式会社と共同で2010年から続けている活動
です。国際環境 NGOの FoE Japan（エフ・オー・イー・ジャ
パン）が推進する「森のプレゼント」活動を支援しています。
　この活動は、手入れが行き届かなくなった日本国内の人工
林で間伐を実施することで、健全な森林の育成と活性化を図
ることを目的としています。また、森林から切り出された間伐材を
ベンチに加工し公共施設や幼稚園などに寄贈することで、森と
街をつなぐ役割も果たしています。
　2014 年は間伐材ベンチを、当社の本社所在地である
東京都中野区の2つの保育園と、中野区福祉協議会が東日本
大震災で被災された方々へむけて仮設住宅内で開催している

「なかのカフェ」（宮城県東松島市）に寄贈しました。

W-ECOプロジェクトの流れ

お客様が楽天の保険モバイルサイトから、「エコカー
割引」が適用される当社の自動車保険をご契約。

お客様のお申込みが
自動的に寄付へとつながります。
当社と楽天から1,000円ずつ、
合計2,000円を国際環境NGOの
FoE Japan（エフ・オー・イー・ジャパン）が
推進する「森のプレゼント」 活動に寄付。

「森のプレゼント」の一連の活動に
寄付金を活用。

森林から切り出された国産の間伐材を
ベンチにして主に公共施設に寄贈。

STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4

￥1,000
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お客様の声を活かす取組み
Voice of Customer Initiatives 

チューリッヒお客様の声対応方針
基本理念
　当社は、お客様からの声をすべての部門において最優先
課題であると認識し、誠実かつ迅速な対応を行うとともに、
お客様の声を真摯に受け止め、最大限に保険商品、サービス
の品質向上に反映させ、お客様に信頼される保険会社を
目指します。

基本方針
1. お客様の声に対しては、お客様の視点に立ち、お客様の
 立場を尊重した対応を行います。
2.  お客様からの声は、当社全体に向けられたものと理解し、
 迅速かつ最後まで責任のある対応を行います。また、お客

様にご理解をいただけるように丁寧な説明を行います。
3.  すべてのお申し出に誠意をもって、公平・公正な対応を
 します。また、お申し出いただきやすい環境を整えます。
4. お客様の声対応にあたっては、関連する法令や社内規則

を遵守します。
5.  お客様の声を経営に反映させ、より良い保険商品・サー

ビスを提供するために活用します。
6. 当社に関するお客様の声対応プロセス・対応状況を、積

極的に情報公開します。
7. ご提供いただいたお客様の個人情報は厳重に保護し

ます。

　当社では、お客様によりご満足いただける保険商品・

サービスを提供するため、お客様の声を経営資源のひとつ

と位置づけています。お客様よりお寄せいただいた声は、

商品やサービスおよび業務改善に反映させるため、事業

部門やお客様相談室で集約・分析され、改善に役立て

られています。また、マネージメントメンバーで構成される

お客様の声委員会がこの改善活動 PDCAを監視してい

ます。お客様よりお寄せいただいたご意見やご要望により、

当社の業務運営の改善につながった事例は16ページに

ご紹介しています。

コールセンター

マーケティング
部門

各営業部 事業部

損害サービス
部門

お客様相談室

改善策の実行

広報部

商品管理部門

お客様からのご意見、ご要望を
幅広くお寄せいただけるよう、
さまざまな手段でお客様の声を
集めるしくみを構築しています。

フリーダイヤル郵送ファックスインターネットEメール

お客様の声委員会

よ
り
良
い
保
険
商
品
、サ
ー
ビ
ス
の
提
供

ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
に
よ
る
お
客
様
の
声

ISO10002自己適合宣言
　当社は、2014年12月19日付で、当社のお客様の声対応
態勢が苦情対応に関する国際規格「ISO10002」（品質マネ
ジメント‐顧客満足‐組織における苦情対応のための指針）
に適合していることを宣言しました。

【自己適合宣言の目的】
　「ISO10002」の規格要求事項を遵守した苦情対応を今後
も継続的に実施し、お客様の声を真摯に受け止め、最大限
に保険商品、サービスの品質向上に反映していきます。
　チューリッヒ・インシュアランス・グループの基本理念

（Our basic values）のひとつである「お客様第一主義」
（Customer centricity）に基づき、お客様の視点に立ち、
お客様の立場を尊重したお客様の声対応を行います。
　今後も、より良い保険商品、サービスの提供のために、
経営陣への定期的な報告および経営陣の積極的な関与を
通じて、お客様の声対応態勢の継続的な改善に取り組んで
いきます。
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事故対応・保険金のお支払いについて、お客様の総合的な評価

お客様の評価
　当社では、チューリッヒを選んでいただいたお客様の期待
に応えるサービスの提供を目指して、保険金のお支払い後に

「事故対応サービスアンケート」を実施し、その結果を社内で
共有して継続的な改善に取り組んでいます。
　自動車保険においては、保険金支払管理システムを活用
した事案の管理とウェブサイトを活用したお客様への経過
報告の徹底、電話マナー研修やモニタリングを実施してい
ます。傷害保険においては、事案の経過管理の強化や社員
教育の充実に取り組むとともに、事故報告受付体制の拡充
を図っています。
　また、当社では、お客様からいただいた感謝の手紙をまと
めた「Z-Fan」を作成し、社内で共有しています。
　当社の損害サービス対応を通じて、より多くのお客様
にご満足いただけるよう、サービス品質の向上に取り組ん
でいきます。

事故対応満足度評価
自動車保険アンケート 返送件数：2014年度 7,951件
傷害保険アンケート 返送件数：2014年度 9,249件

受付状況
　当社では、お客様の声を広く経営資源としてとらえ、多くの
お客様から声をお寄せいただいています。
　その結果、2014年度（2014年4月～ 2015年3月）は
13 ,000件を超える貴重なお客様の声をいただきました。当社
に対する厳しいご指摘も含め、当社業務やサービスの改善
および向上にむけた貴重な機会をいただけたものと考えて
います。
　また、お寄せいただいたお客様の声を分析し、社内にて検討
を重ね、より良い保険商品・サービスの提供につなげられるよう
に、引き続き取り組んでいきます。

不満
3.0%

やや不満
2.4%

事故対応
 満足度※

94.6%

不満
0.7%

やや不満
1.0%

事故対応
 満足度※

98.3%

不満
3.0%

やや不満
2.4%

事故対応
 満足度※

94.6%

不満
0.7%

やや不満
1.0%

事故対応
 満足度※

98.3%

1 ,483

590

406

845

111

3 ,435

1 ,639

696

371

731

121

3 ,558

1 ,274

679

311

554

95

2 ,913

1 ,344

851

407

614

122

3 ,338

5 ,740

2 ,816

1 ,495

2 ,744

449

13 ,244

お客様の
声の内容

契約・
募集行為

契約の
管理保全・

集金

保険金

ご意見・
ご要望など

その他

合計

2014年
4月～6月

（第1四半期）

2014年
7月～9月

（第2四半期）

2014年
10月～12月

（第3四半期）

2015年
1月～3月

（第4四半期）

2014年度
合計

※「満足」「やや満足」「普通」の合計値

2014年度 自動車保険

2014年度 傷害保険
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お客様の声による改善事例
　お客様からお寄せいただいたご意見・ご要望により、当社の業務運営の改善につながった事例をご紹介します。

お客様の声 改善への取組み
平日は仕事で電話がしづらいの
で、傷害保険の週末の電話受付を
もっと拡大してもらえないか？

高齢者にも加入者証をもっと読み
やすく、わかりやすくして欲しい。

自動車保険の申込書に、車検証
などのコピーを同封する手間を減
らすことはできないか？

インターネットで自動車保険を申し
込むときに、補償内容や特約の
選び方で迷ってしまう。

バイク保険にも車両保険をつけて
もらえないか？

バイク保険にも、自動車保険の
ような「30歳以上補償」が欲しい。

傷害保険についてもすべて、土日祝の電話受付を開始して、お客様にご利用
いただけるようにしました。

シニア傷害保険の加入者証を、従来の2倍のA3サイズに変更し、ご高齢のお
客様により配慮したデザインや文字に見直しました。また、補償内容について
も、詳しい説明を追加しました。

車検証や証券については、申込書へ内容を記載いただくことによりコピー
不要としました。

自動車保険の補償内容や
特約の選び方など、お客様
が疑問や不安を抱きやす
いポイントを整理し解説する

「自動車保険の選び方」と
いうコンテンツを、ウェブ
サイト上に新設しました。
※詳しくはP10をご参照ください。

バイク保険の補償内容の充実を目的に、「車両保険」の販売を開始しました。
併せて、「車両保険」を付帯したご契約は、臨時に借りたバイクを運転中の
事故について、借りたバイク自体の損害を補償するよう商品を改善しました。

バイク保険の年齢条件を細分化し、「30歳以上補償」を新設しました。これに
より、「30歳以上補償」のご契約者の方は、従来と比べて保険料がリーズナ
ブルになりました※。
※免許証の色、年間予定走行距離などを、「30歳以上補償」が導入される前と同じ条件で比較した場合。

お客様の声を活かす取組み
Voice of Customer Initiatives 

「自転車保険の選び方」トップページ

改善後のシニア傷害保険の加入者証

新たに補償内容の説明を
追加しました。

お問合わせ先などの文字を大きく見やすくしました。

（ 旧 ） 

（ 新 ） 
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一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
　自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いをめぐる
紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害者の保護を図るために
設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、一般財団法人 
自賠責保険・共済紛争処理機構があります。同機構では、自動車事
故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者などで構成
する紛争処理委員が、自賠責保険（自賠責共済）の支払い内容に
ついて審査し、公正な調停を行います。同機構が取り扱うのは、あく
まで自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いを
めぐる紛争に限られますので、ご注意ください。

● 詳しくは、同機構のホームページをご参照ください。
 　http://www.jibai-adr.or.jp

公益財団法人 交通事故紛争処理センター
　自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛
争を解決するために、相談、和解のあっせんおよび審査を行う機関
として、公益財団法人 交通事故紛争処理センターがあります。専門の
弁護士が公正・中立な立場で相談・和解のあっせんを行う他、あっ
せん案に同意できない場合は、法律学者、裁判官経験者および
弁護士で構成される審査会に審査を申立てることもできます。

● 詳しくは、同センターのホームページをご参照ください。
 　http://www.jcstad.or.jp

一般社団法人 保険オンブズマン
　当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団
法人 保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。当社と
の間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができ
ます。詳細は下記ホームページをご覧ください。

● 保険オンブズマン　電話：03-5425-7963
　　受付時間 午前9時～12時、午後1時～ 5時（土日祝、年末年始を除く） 
　 ホームページ： http://www.hoken-ombs.or.jp/

「保険オンブズマン」について
　一般社団法人 保険オンブズマンは、保険の事業者に関する苦情や、お客様
と保険の事業者の間のトラブルを、公正・中立、簡易・迅速に解決することを目的
に設立された専門機関です。法律の規定に基づき、受け付けた苦情について
事業者に解決を依頼するなど、適正な解決に努めるとともに、当事者間でトラブ
ルを解決できない場合には、消費者相談や法律の専門家などが紛争解決手続
を実施します。保険オンブズマンが取り扱う苦情やトラブルの範囲は、保険オン
ブズマンと契約を締結した事業者の業務に関するものに限られます。現在、
保険オンブズマンと契約を締結している主な事業者は、外資系損害保険会社
と保険仲立人です。

保険オンブズマン

必要な関係書類も
併せて提出します。

提示された
和解案を
受諾する場合に
提出します。

お客様

電話などにより
申し出ます。

苦情解決手続の開始

紛争解決手続の開始

お客様と保険会社とで話し合い

内容を確認

紛争解決
手続のご案内

紛争解決手続
申立書の提出

申立書の受付

紛争解決委員の選任

解決
（手続終了）

チューリッヒ保険会社

中立・公正な第三者である
弁護士、消費生活相談員、学識経験者

などが手続きを実施します。

資料の提出依頼
（必要に応じて）

和解案（特別調停案）
の作成・提示

意見聴取の実施

和解案
受諾書の提出

意見聴取に
出席

反論書の提出

和解案の
尊重

意見聴取に
出席

答弁書などの
提出

●申立書の記載内容
に不明な点がある場合
には補正などをお願い
することがあります。
●申立書を受け付けた
ときは苦情解決手続は
終了します。

●お客様と保険会社との
話し合いで解決しない場合
は紛争解決手続をご案内
（書面を郵送）します。
●自賠責保険の保険金
のお支払いに関する紛争
など紛争解決手続をご
利用になれない場合が
あります。詳しくは、保険
オンブズマンまでお問合
わせください。

和解成立
（解決）

不調他
（終了）

対応報告

解決を依頼苦情のお申出 手続応諾義務

手続応諾義務

苦情解決手続および紛争解決手続の主な流れ ※標準的な手続きの進行例です。

当社へのご意見・ご要望・苦情は
お客様相談室
電話でのお問合わせ 午前9時～午後5時（土日祝、年末年始を除く）  

     0120-860-697
インターネットでのお問合わせ
https://www.zurich.co.jp/myzurich/inquiry/common/TroubleInquiry.jsp
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ホールセール事業本部
　ホールセール事業本部では、提携企業の活動と連携し、
それらの提携企業のお客様や会員の皆様へ、個人向け
保険商品をご案内するユニークなビジネスモデルを展開して
います。提携企業は、主にクレジットカード会社、銀行、イン
ターネットプロバイダー、ポイントカード会社、旅行代理店など
があり、ダイレクトメール、テレマーケティングやウェブサイト
などを活用して保険のご案内をしています。

ダイレクト事業本部
　個人のお客様向けに自動車保険、バイク保険、傷害保険
などを、電話やインターネット、モバイル、スマートフォン、ならびに
タブレットを通じて、チューリッヒがお客様に直接提供するダイ
レクトビジネスを行っています。ダイレクト手法により中間コスト
が軽減され、さらにテクノロジーの導入による業務の効率化を
行うことで、リーズナブルな保険料の提供が可能になります。
当ビジネスでは、市場や消費者ニーズの変化に対応した、
質の高いサービスの提供を追求しています。
　また、お客様との直接の窓口となる「カスタマーケアセン
ター」は、業容の拡大に対応し、さらなる顧客サービスの向上を
図るため長崎センターを新設しました。

個人のお客様向けチャネル

提携先企業のお客様向けチャネル

【取扱い保険商品】

● スーパー自動車保険　
リーズナブルな保険料、安心の事故対応、充実のロードサービス※とい
う自動車保険を選ぶときに大切なポイントをバランスよく実現した自
動車保険です。ドライバーの年齢やお住まい、そしてドライビングスタ
イルに応じてリスクを細分化し、また多彩な割引制度とあわせて、お客
様の条件に合った合理的な保険料をご提案しています。さらに事故
や故障などのトラブルにおいて確実にお客様をサポートする業界最高
レベルのロードサービス、24時間365日の事故・故障受付やGPS
緊急通報サービスなど、常にお客様の立場に根ざしたサポート体制を
整えています。
※本サービスは当社が提携するロードアシスタンス会社が提供します。

● ネット専用自動車保険　
付帯サービスを絞り込み、補償内容もシンプルな商品構成として、
契約締結手続きもすべてインターネットのみで取り扱っているネット
専用商品です。

● スーパーバイク保険　
お一人おひとりのバイクライフに合った合理的な保険料と、もしもの
ときに役立つ充実のサービスをバランス良く実現させた125cc超を
対象とした自動二輪車の保険です。事故・故障時にはGPS緊急通報
サービスにより、瞬時にお客様の場所を割り出し、全国のロードサー
ビス拠点から現場に急行し、トラブルに直面したお客様を迅速にサポート
します。

● スーパー傷害保険　
ケガの「頻度」と「費用」に着目したチューリッヒの傷害保険。リー
ズナブルな保険料で日常生活全般を国内外問わず補償する普通
傷害保険と、主に交通事故によるケガを補償する交通傷害保険

　当社では、主に自動車保険、傷害保険、そして各種企業保険を取り扱っています。

これらの商品を、さまざまな販売チャネルを通じて個人のお客様、および法人のお客様向けに提供しています 。

【取扱い保険商品】

● 傷害保険　
さまざまな事故によるケガを補償する普通傷害保険と家族傷害保
険、主に交通事故によるケガを補償する交通事故傷害保険と
ファミリー交通傷害保険を中心に販売を行っています。また普通傷
害保険の特約として、病気による入院や手術を補償する特約、地震
や津波など天災を原因とするケガも補償する特約、避難生活時に
一時金をお支払いする特約などもご用意しています。また、シニア
世代向け専用商品としてシニア傷害保険など、お客様のニーズや
ライフスタイルに合わせた各種プランをご案内しています。

●  個人賠償責任保険　　
日常生活における賠償事故に備える最高1億円の大型補償をお手
頃な保険料でご案内しています。

● こども総合保険　　
通学時の事故や育英費用など、お子様の成長に合わせたさまざま
な補償内容のプランをご案内しています。

● 海外旅行傷害保険　　
海外旅行中のケガや病気の治療費から、携行品の破損・盗難、賠償
責任など、海外への旅行者を総合的にサポートするプランをご案内して
います。

多彩なビジネスと商品 
Diversified Businesses 

です。入院・通院・手術費用はもちろん、第三者への賠償責任も補
償するプランや、家族構成に合った保険料などお一人おひとりの
ニーズに合わせたタイプをお選びいただけます。

● シニア傷害保険　
急速に進む高齢化社会に向けたシニア世代向けの専用商品で、満
65 歳から満 79 歳までご契約ができ、90 歳まで継続可能です。
国内・海外を問わず、ケガによる入院時に手厚く補償します。

● 生命保険販売業務　
当社はグループ会社であるチューリッヒ生命の募集代理店として
生命保険商品の契約締結の媒介業務を行っています（保険
契約締結の代理権はございません）。
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企業・法人向けビジネス
企業保険事業本部
　ビジネスのグローバル化に伴い企業を取り巻くリスクが一段
と複雑化する中、チューリッヒはグローバルな経験やネット
ワークを最大に活用し、さまざまなリスクへの対応を必要とされ
る企業に対して最適なソリューションを提案しています。お客
様が商品に合わせるのではなく、お客様特有のニーズを満
たすようにカスタマイズされた保険商品やサービスを提供す
ることで、お客様ごとの最適なリスク・マネジメントをサポート
しています。
【取扱い保険商品】

● 企業財物総合保険　
企業財物総合保険はオールリスク型の火災保険であり、財物・
利益リスクに対して、標準的な火災保険の補償内容である火災、
落雷、破裂、爆発などの補償に加え、機械設備の電気的・機械
的事故など、ワイドな補償の範囲で企業経営を広範囲にプロテク

トします。また、特約によって地震による財物および利益の損害も
補償することが可能です。

● 技術保険　
国内および海外での組立工事、建設工事などを中心として個別案
件ごとにリスク評価を行い、組立保険、操業開始遅延保険、建設工
事保険、開業遅延保険といった幅広い商品構成で、お客様に最適
な保険設計を提案しています。

● 企業総合賠償責任保険（CGL保険）　
企業活動に起因する賠償責任を幅広く補償する複合型の
賠 償 責 任 保険です。企 業 総 合 賠 償責 任 保険（CGL 保険：
Commercial General Liability）は欧米において広く普及し、
また国 際 的にも通 用しているものですので、特に海 外との
商取引に適した保険です。

● 会社役員賠償責任保険（D&O保険）　
取締役、監査役および執行役といった会社の役員などが、その
職務を遂行するための行為に起因して、損害賠償請求を提
起された場合の損害に備えるものです。和解金を含む法律上
の賠償金や、損害賠償請求にかかる争訟費用などについて保険
金をお支払いします。チューリッヒの D&O 保険は、グローバルな組
織、およびそれらの組織の役員などが抱える潜在的なリスクに
対応することが可能です。

● 建築設計・施工監理業向け専門職業賠償責任保険　
建築設計事務所やエンジニアリング会社が設計・施工監理などの専
門業務の遂行に起因して第三者（プロジェクト発注者など）に経済的
な損害を与えてしまった結果、法律上の損害賠償請求を提起された場
合に被る損害を補償する保険です。

● 貨物海上保険　
国際間輸送には火災・爆発・座礁・共同海損などのさまざまなリスク
が伴います。当社ではお客様に最適な保険を、世界標準および日本
慣習に合わせオーダーメイドでご提案させていただくとともに、国際貿
易港に近い当社拠点に貨物海上保険専門の担当者を配置して、
お客様の海外物流ビジネスをサポートしています。

● その他の保険商品　　
その他にも、企業保険事業本部ではさまざまなリスクに対応
すべく、幅広い商品構成でお客様に最適な保険ソリューション
を提案しています。

・ 動産総合保険
・ 機械保険
・ 土木工事保険 
・ 生産物賠償責任保険（PL保険）
・ プロダクトセーフティー＆リコール保険 
・ 環境賠償責任保険
・ 雇用慣行賠償責任保険（EPL保険）
・ 製造業向け経済的損失賠償責任保険
・ ポリティカル・リスク保険 
・ トレード・クレジット保険 

インターナショナル・プログラム ：海外に拠点を
お持ちのお客様向けの保険ソリューション
　海外にも事業拠点をお持ちのお客様向けに、「海外拠点の
リスク管理」、「世界中の拠点を網羅する統一化された補償内
容」、「各海外拠点の契約内容・保険事故対応状況などの情
報の一元管理」を可能にするインターナショナル・プログラム
という保険ソリューションを提案しています。インターナショ
ナル・プログラムは火災保険、賠償責任保険、貨物海上保険な
ど幅広い保険種目への適用が可能であり、世界レベルで整合
性のあるリスク・マネジメントの実現にお役立ていただけます。
インターナショナル・プログラムの運営にあたっては、世界中
に張り巡らされたチューリッヒの国際的なネットワークに加えて、
MIA ※といったチューリッヒ独自のサポートシステムや、リスク
査定の専門家（リスク・エンジニア）がお客様をバックアップ
します。

※ MIAとは： 複数の国を包括するような保険契約には、補償の対象となる
それぞれの国における保険に関する法令や税制など、注意しなければなら
ないコンプライアンス上の問題が存在しています。MIAとは、チューリッヒの
グローバルなネットワークと弁護士・会計士などの専門家をフルに活用し、
これらのコンプライアンス上の問題を解消するチューリッヒ独自のシステム
です。
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損害保険のしくみ
1.損害保険の制度
　損害保険とは、偶然な事故による損害を補償するため、
統計学に基づいて算出されたリスクに応じた保険料を多数の
人々が支払うことによって、事故が発生し、損害を被った場
合に保険金を受け取ることができるしくみです。
　このように損害保険とは、「大数の法則」を利用し、相互に
リスクを分散して、経済的補償を得、個人の生活や企業経営
の安定に資するものといえます。
　この制度を利用すれば、災害に備えて莫大な貯蓄をしな
くてもわずかの負担で万が一のとき大きな安心が得られます。
「一人は万人のために、万人は一人のために」という言葉はこ
の損害保険の制度のしくみをよく表しています。

2.損害保険契約とは
　損害保険契約とは、偶然な一定の事故によって生じる損害
を保険会社が補償することを約束して、保険契約者がその
対価として保険料を支払うことを約束する契約をいいます。
従って、有償・双務契約であり、また当事者の合意のみで
成立する諾成契約です。

3.再保険とは
　再保険とは、保険会社が引き受けた危険（リスク）の一部ま
たは全部を他の保険会社に移転すること（出再）および他の
保険会社の危険（リスク）を引き受けること（受再）をいいます。
チューリッヒ・インシュアランス・グループでは、財務の安定と資
本効率の観点から、再保険を適切かつ効果的に活用していま
す。日本支店では、グループの方針に則して、契約条件・信用
度などを慎重に検討したうえで、再保険取引を行っています。

約款
1.約款とは
　約款とは、保険会社と契約者・被保険者（補償を受けられる
方）双方の権利や義務など保険契約の内容を具体的に定め
たもので、基本的な内容を定めた普通保険約款と、個々の
契約において普通保険約款の規定や内容を補足、変更する
特別約款・特約により構成されるのが一般的です。

● 約款では主に以下の内容が規定されています。
① どのような事故が補償の対象となり保険金が支払われるのか
② どのような事故が補償の対象とならず保険金が支払われないのか
③ 支払われる保険金の内容と保険金の額
④ 契約時に保険会社に正しくお申し出いただく必要のある
　 重要な事項（告知事項）
⑤ 現在の契約内容に変更があった場合に保険会社に
　 正しくお申し出いただく必要のある重要な事項（通知事項）
⑥ 契約が無効、取消しまたは失効となる場合
⑦ 契約が解除となる場合。また解除となる場合の保険契約者
 　および保険会社の権利や義務
⑧ 保険金の支払時期（保険給付の履行期）

2.ご契約時の留意点
　保険契約の申込書は、保険会社と契約者・被保険者

（補償を受けられる方）双方を拘束する重要なものであり、
記載内容が事実と相違していた場合は、保険金がお支払い
できないことがありますので、ご契約にあたっては、申込書や
インターネットの申込画面を十分にご確認ください。
　なお、ご契約にあたってお客様によくご理解いただく必要
のある事項や約款の記載事項の中でも特に重要な事項、
ご注意いただきたい事項などについては、「パンフレット」や

「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」に記載
されていますので、十分にご確認ください。

保険料
1.保険料
　保険料は、事故が発生したときに保険会社が支払う保険
金に充てられる「純保険料」と、保険会社の運営や募集
の経費などに充てられる「付加保険料」から成り立って
います。純保険料は、事故の発生頻度や損害額といった
過去の保険データをもとに、数理的手法を用いて将来の事
故の支払額を予測することによって算出され、金融庁から
の認可取得または同庁への届出を経たうえで使用されてい
ます。

2.保険料のお支払い
　保険料は、当社の案内に従って所定の払込方法（銀行振
込やクレジットカード支払いなど）でお支払いいただきます。
　なお、保険期間が始まった後でも、保険料をお支払いいた
だく前に生じた事故については、保険金はお支払いできません。
　また、保険料を分割してお支払いいただく契約につきまして
は、2 回目以降の保険料が定められた期日までに払い込まれ
ていない場合は、保険金をお支払いできません。

3.保険料の請求・返還
　保険期間中に保険契約の内容に変更が生じた場合、当
社は、追加保険料の請求や保険料の返還を行います。ま
た、保険契約が失効した場合や解除された場合には、保険料
を約款の規定に従いお返しいたします。ただし、お返しできな
い場合もありますので、詳しくは重要事項説明書や約款をご
確認ください。

保険のしくみ
Insurance Basics
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保険募集
1.ご契約の手続き（販売方法）
　当社では、テレビコマーシャルやインターネットなどを通じて
お客様に保険商品を広くご案内し、直接ご契約を締結する
ダイレクト販売とともに、損害保険代理店を通じた販売も
行っています。

 （1） ダイレクト販売
　インターネットや電話などにより、主に自動車保険を販売
しています。当社ウェブサイト上でお申込みいただく際には、
ご契約締結前に「重要事項説明書」の内容を必ずご確認
いただいています。また、お電話でお申込みの場合も、見積
書や資料を送付する際に「重要事項説明書」を同封し、ご
契約いただくにあたり特に重要な事項をご確認のうえ、お申込
みいただくようにしています。

電話でのお申込み

自動車保険 0120-505-505

バイク保険 0120-819-212

傷害保険 0120-083-840

インターネットからのお申込み
http://www.zurich.co.jp

 （2）代理店での販売
　当社と損害保険代理店委託契約を締結し、保険業法に
従い所定の代理店登録を行った代理店が保険販売をしてい
ます。当社では、保険募集に関するコンプライアンス研修や
商品研修を通じて、適切な募集活動を行うとともに、お客様の
ニーズを的確に把握し、質の高いサービスを提供できる代理
店の育成に努めています。　
● 損害保険募集人一般試験　

保険会社より委託を受けた損害保険代理店およびその募集人
が保険商品の知識を身につけ、お客様のニーズに応じたわかり
やすい説明が行えるよう、一般社団法人日本損害保険協会によ
る試験が実施されています。

「損害保険募集人一般試験」は基礎単位、自動車保険単位、
火災保険単位、傷害疾病保険単位で構成され、代理店登録
または募集人届出をするには、基礎単位に合格しなければなりま
せん。また2013年12月以降、取扱い種目に応じた商品単位に
合格しなければ、当該保険商品の取扱いができなくなりました。な
お、募集人の資質の向上を目的に、募集人に対し、定期的に最
新の業務知識の理解度などを検証するために、単位ごとに 5
年の更新制度を設けていますので、有効期限までに更新しない
場合は当該単位に応じた商品の保険募集ができなくなります。

2.契約内容確認の取組み
　保険契約を正しく締結するためには、ご契約者から保険料
算出に必要な正しい情報を提供いただくとともに、保険会社が
それらを正確に把握する必要があります。
　当社では、お客様のニーズをご契約に反映し、正しく保険契
約を締結していただくため、インターネットを通じたご契約につい
ては、契約申込み前にご契約内容を確認いただくための画面
をウェブサイト上に表示し、お客様に十分にご確認いただくよう
にしています。また、お電話や申込書などの書面でお申込みの
際も、重要なご契約内容について十分な確認を行い、お客様
のご意向に沿った契約内容になっているか確認していただくよ
う努めています。　
● クーリングオフ制度　

お客 様に安 心してお申込みいただけるよう、インターネット
やダイレクトメールでのお申込みには「クーリングオフ制度 」
を設けています。保険証券を受け取られた日より8 日以内（e
証券割引が適用されている契約については「ご契約引受の
ご連 絡および 継 続 契 約 補 償 内 容 証 明のご案 内 」を受け
取った日より8日以内）にお申出いただくことにより、お申込み

（ご契約）の撤回・解除を行うことができます。

ウェブサイト

スマートフォンサイト
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1.安心の事故受付・初期対応
　当社では、お客様の万が一に備えて「365日24時間体制」
で自動車保険事故の受付をしています。

損害サービス
　損害サービスとは、万が一お客様が事故に遭われた際に、
当社が提供する一連の事故対応サービスの総称です。
　チューリッヒ・インシュアランス・グループでは 、グローバル
な会社の特性を活かして世界規模でハイレベルかつ均質
な損害サービスを展開しています。当社の企業理念である

「ケア」を実現し、いざというときにお客様にご安心いただける
ような万全なサポートの提供に努めています。

● 365日緊急ケアサポート（自動車保険）　
当社では、交通事故によるお客様の不安をいち早く取り除くた
めに「緊急ケアサポート」を行っています。365日午前 9 時から
午後 9 時までの幅広い時間帯で、初期対応を即日実施する体
制を整備しています※。事故の相手方や病院・修理工場へ
の連絡、また代 車の手配などを速やかに行い、その結果をス
ピーディーにお客様へご報告します。
※即日の「緊急ケアサポート」は、午後8時までに事故の受付が完了し、
　初期対応に必要な情報が確認できるものが対象となります。

2.専任担当者による信頼の事故対応
　当社では、損害賠償の幅広い知識と豊富な経験をもつスぺ
シャリストが、お客様の専任担当者となり、迅速・丁寧な対応は
もちろん、事故経過などをわかりやすく説明しながら事故解決
までのサポートをします。
　また、保険金お支払いの対象とならない被害事故につきまし
ても、専任の担当者を配置して事故解決に向けた相談サポート
を実施しています。不安に思われることがありましたら、専任
担当者へご相談ください。

● 専任担当者への教育体制　
お客様にご安心いただくためには、多様かつ専門的な知識を
もったスペシャリストの育成が必要です。当社では、2013年3月
より、これまでの社内研修に加えて、医療や車 両に関する知
識、また保険業務に関連する知識などをより高いレベルにして
いくため、全国の専任担当者を対象にTV 会議システムを通じた
社内勉強会を定期的に実施しています。
事故に遭われて不安を抱えているお客様に、より高い安心感をご
提供するために教育体制を充実させています。

● 電話応対品質向上への取組み　
お客様にご安心いただくためには、電話応対の品質の向上
が必要です。当社では、社内向けに『あなたに担当してもらって
良かった』という冊子を作成し、すべてのお客様からご満足いただ
ける事故対応を目指しています。お客様と接する専任担当者
が、お客様のお話を十分にうかがい、より丁寧な電話応対がで
きるようになるために、定期的な電話のモニタリングを通じて対応
レベルの評価をし、それぞれの専任担当者へフィードバックをして
いくことにより、電話応対品質の向上を推進しています。

保険のしくみ
Insurance Basics

自動車保険事故・故障受付
0120-860-001（365日24時間）
※傷害・火災・新種保険については、 お手元の加入者証・保険証券などを
　ご確認ください。
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3.安心の事故解決サポート
● 「My Zurich」を通じた経過報告と保険金支払状況報告
　（自動車保険）　

交通事故の解決までの状況がいつでもわかるよう、専任担当者が入力
した経過や保険金の支払状況が「My Zurich」※を通じて確認できる
体制としています。
また、専任担当者からの経過報告を「My Zurich」からご登録いただ
いたお客様のインターネット用 Eメールアドレスへ配信するサービスも
実施しています。
※「My Zurich」とは、インターネット上のお客様専用ページです。お見積り内容
　のご確認・ご変更、ご継続手続きなどのサービスがご利用いただけます。

● チューリッヒの「指定修理工場ネットワーク」　
お客様の大切なお車の修理にあたり、高い技術力をもった修理
工場をお客様へご案内するために、全国約 390 社 1 ,360ヵ所
以上※の「指定修理工場ネットワーク」を構築しています。
修理期間中における「代車無料提供サービス」をはじめ、お車
の「お引取り・納車サービス」など、多くのメリットをお客様にご
提供しています。また、これらのサービスは、当社の自動車保険を
使用しない場合でもご利用が可能です。
※2015年5月現在

● チューリッヒの「弁護士ネットワーク」　
交通事故の解決にあたっては、法律の専門家によるサポートが必要
となる場合があります。当社では、「弁護士ネットワーク」を構築し、
より高い安心感をお客様へご提供できる体制としています。

4.スピーディーかつ適正な保険金のお支払い
　当社は、お客様への保険金のお支払いがスピーディーかつ
適正に行われるよう、保険金支払体制を整備しています。

● 保険金支払いをスピーディーにする2つのサービス　
①事故証明書取得代行サービス

保険金請求に必要となる「事故証明書（自動車安全運転セン
ター発行）」を、当社がお客様に代わって無料で取り付けます。

②保険金請求書・診断書省略サービス
車両保険、対物賠償保険および一定額以下の搭乗者傷害
保険に関しては、「保険金請求書省略サービス」※により
スピーディーに保険金のお支払いができるサービスを実施して
います。
また、保険金のお支払いが一定額以下の傷害保険や自動車
保険（搭乗者傷害保険など）では診断書の取り付けを省略する

「診断書省略サービス」※を実施しています。
※ 省略サービスの実施は、当社が定める基準によります。

● 保険金支払管理体制の強化　
当社では、保険金の支払いが適時かつ適正に行われるよう、保険
金支払管理体制を強化しています。自動車保険においては2010
年度に新しい保険金支払管理システム「Z-TRUST」を導入し、
保険金の支払業務の体制を強化しました。
今後、自動車保険以外の保険についても新しいシステムを導入
することで、時代の変化に応じた体制を構築していきます。

● 公正な再審査体制「保険金支払業務審査会」　
当社では、弁護士・医師といった社外専門家を含む「保険金
支払業務審査会」を社内に設置し、保険金支払業務の適切性
を中立的見地で審査する体制としています。お客様が当社の
保険金を支払わないという判断にご納得いただけない場合に
は、お客様のご請求により、「保険金支払業務審査会」にて
審査されるしくみを導入しています。

5.「事故対応サービスアンケート」の実施
　当社では、保険金のお支払い終了後に、お客様に「事故
対応サービスアンケート」への回答をお願いしています。お客
様から率直なご意見をいただくことにより、今後のさらなる
損害サービスの向上と業務の改善に努めてまいります。
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経営全般
　当社のマネージメント・コミッティー（経営委員会）は、チュー
リッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド スイス本店に
指名された日本における代表者および最高経営責任者（以下
CEO）を補佐し、日本での経営に関わる基本方針を定め、その
業務の執行を監督するとともに、内部管理体制の整備を図る
ことを目的とし、コーポレート・ガバナンスおよび事業戦略全般
に関わる責任を負います。
　マネージメント・コミッティーは、CEOが議長を務め、議決権を
持つ委員会メンバーおよび議決権を持たないオブザーバー
により構成されます（下図参照）。

日本におけるコーポレート・ガバナンス

マネージメント・
コミッティー

（経営委員会）

コミッティー・メンバー
● CEO
● 個人保険部門統括本部長
● 企業保険事業本部 本部長
● CFO（最高財務責任者）
● チーフ・アンダーライティング・オフィサー
● チーフ・クレームズ・オフィサー
● チーフ・オペレーションズ・オフィサー
● チーフ・HR・オフィサー

コミッティー・メンバー
● CEO
● 個人保険部門統括本部長
● 企業保険事業本部 本部長
● CFO（最高財務責任者）
● チーフ・アンダーライティング・オフィサー
● チーフ・クレームズ・オフィサー
● チーフ・オペレーションズ・オフィサー
● チーフ・HR・オフィサー

各リスク管理委員会
● 統合リスク管理委員会

● 引受リスク管理委員会

● 財務リスク管理委員会

● オペレーショナル リスク
   管理委員会

各業務
執行部門

コンプライ
アンス
委員会

内部監査部

ガバナンス態勢
Corporate Governance 

リスク管理
　当社では、会社全体のリスクを網羅的に洗い出し、リスク
に見合った事業の遂行状況を財務健全性の観点からモニ
タリングする一連のプロセスを構築するため設けられた「統
合リスク管理委員会」の他、業務執行に関わる主なリスクを
管理する「引受リスク管理委員会」、「財務リスク管理委員
会」、「オペレーショナルリスク管理委員会」の3つの委員会
を設置しています。

コンプライアンス委員会
　当社のコンプライアンス委員会は、チーフ・コンプライアンス・
オフィサーが議長を務め、マネージメント・コミッティーを補佐し、
社会的責任と公共的使命などを柱とした企業倫理の構築と、

それを具体的に担保するためのコンプライアンスおよびコーポ
レート・ガバナンス態勢の構築、およびコンプライアンスを重視
する企業風土の醸成を図ります。

内部監査
　当社の内部監査部はグループの監査部門に直接報告する
態勢となっており、日本支店のCEO、管理部門、ビジネス部門
から独立した立場で監査を行っています。
　当社内部監査部は、日本支店の監査を管轄します。監査は、
グループ監査部門に従って、日本支店の直面するリスクを評価
し策定される監査計画をもとに実施されています。

会計監査
　年次財務諸表については、外部の会計監査人による会計
監査を受けています。

リスク管理態勢
　保険会社として適切に事業を運営するため、経営環境の変化
などのさまざまなリスクを的確に把握・管理することが重要である
との認識のもと、当社ではリスクを定量的 ･定性的観点から分
析し自らの内部管理態勢の強化に役立てることができるように、
よりよい統合的なリスク管理態勢の構築に努めています。
　チューリッヒ・インシュアランス・グループでは、グループに
おけるリスク管理の基本方針として「チューリッヒ・リスク・ポリ
シー」を定め、日本支店を含むすべての組織はこれに基づいた
リスク管理を行っています。
　会社戦略目標に係る重要なリスクを総合的に分析し管理す
るチューリッヒ・インシュアランス・グループの所有するトータル・
リスク・プロファイリング ®と呼ばれるプログラムを年1回実施し
ています。また、トータル・リスク・プロファイリングを通して洗い
出されたリスクは、四半期に一回その状況の報告が日本支店
のマネージメント・コミッティーおよび本社になされ、チューリッヒ・
インシュアランス・グループ全体で新たなリスクの把握に努めると
ともに、リスク低減策を適切に実施する態勢を確立しています。
　日本支店においては、統合リスク管理委員会、引受リスク
管理委員会、財務リスク管理委員会、オペレーショナルリスク
管理委員会を設置して、重要なリスクの把握、分析、評価、
対応に努めています。さらに日本支店全体の重要なリスクを統括
すべく、チーフ・リスク・オフィサーの役職を設置しています。
日本において保険事業を営む者として、チューリッヒ・インシュ
アランス・グループより求められるリスク管理に加えて、日本の
各種法令などに則って事業の健全かつ適正な運営を確保し
保険契約者の保護を図るべく、各種のリスクにふさわしい管理
態勢の確立に努めています。
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各リスク管理委員会 リスク区分

マネージメント・
コミッティー

CEO

保険引受リスク

財務リスク
　 市場リスク
　 信用リスク
　 流動性リスク

オペレーショナルリスク
　 事務リスク
　 システムリスク
　 風評リスク
　 BCM・BCP
　 （事業継続リスク）

引受リスク管理委員会

統合的リスク統合リスク管理委員会

財務リスク管理委員会

オペレーショナルリスク
管理委員会

各種リスクへの対応
保険引受リスク　
　保険引受リスクとは、保険料設定時の想定を上回る保険金
発生により損失を被るリスクをいいます。保険事故発生頻度、
損傷度の分析などを行い、適切な保険料水準の確保に努めて
います。また、損害保険会社の財務状態に重大な影響を与え
る可能性のある自然災害については、工学的なモデルによる
分析を定期的に行っています。この分析結果をもとに、適切な
保有水準となるよう再保険スキームを設定しています。

（注）日本支店では、医療保険、がん保険、介護保険などの長期の第三分野保険
を取り扱っていないため、責任準備金の十分性に関する「ストレステスト」
および「負債十分性テスト」の該当はありません。

財務リスク
　財務リスクとは、保有する資産を運用する際に生じる資産
価値の変動のリスクなどをいい、「市場リスク」、「信用リスク」、

「流動性リスク」などがあります。また、資産と負債のミスマッチ
により損失を被るリスクも財務リスクに含まれています。
● 市場リスク　

市場リスクとは、市場のリスク要因の変動により、当社が保有する
資産の価値が変動するリスクのことをいいます。市場の代表的なリ
スク要因として、金利の変動、有価証券などの価格の変動、為替
の変動などが挙げられます。

当社では、基本方針として安全性と流動性に重点を置いた資産
運用を行うとともに、資産と負債の状況をモニタリングするALM

（資産・負債の総合管理）を行っております。財務リスクの管理状況
を定期的に把握し、必要に応じて適切な対応を実施して、保険会社
としての健全な財務基盤の構築に努めています。

●信用リスク　
信用リスクとは、急激な経済環境の変化などにより信用供与先の
財務状況が悪化し、それに伴い当社の資産の価値が減少ない
し消失し、財務的な損失が生じるリスクのことをいいます。投資先に
ついては、リスクの度合いに応じて信用リスクの上限の設定や
格付けなどのモニタリングにより適切にこれを管理しています。
また、再保険先については、チューリッヒ・インシュアランス・グループ
の全社的信用リスク管理の枠組みによる信用リスク審査・牽制
手続きに従い、これを管理しています。

●流動性リスク　
流動性リスクとは、巨大災害での資金流出の増加や、風評被害に
よる大量ないし大口解約に伴う解約返戻金支出の増加により資
金繰りが悪化し、資金の確保のために著しく不利な価格での取引
を余儀なくされるリスクのことをいいます。保険収支予測や資産
運用予測などをモニタリングし、流動性危機時の対応手続きを
定め、流動性リスクを管理しています。

オペレーショナルリスク　
　オペレーショナルリスクには、主に「事務リスク」、「システム
リスク」、「風評リスク」などがあり、以下のとおり対応に努めて
います。また、自然災害や人的災害に備えて、危機管理態勢
の整備・強化に取り組んでいます。
● 事務リスク　

事務リスクとは、当社ないし業務委託先などの役職員が正確な事務を
怠る、あるいは事故 ･不正などを起こすことにより損失が発生するリスク
のことをいい、狭義のオペレーショナルリスクにあたります。当社では
これらの事故を未然に防ぐために、作業マニュアルの策定、定期的な
自主検査を行っています。

● システムリスク　
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンまたは誤作動など、
システムの不備などに伴い損失が生じるリスク、さらにコンピュータが
不正に使用されることにより損失を被るリスクのことをいいます。主要
システムの二重化や各種の管理規程・マニュアルなどを通じシス
テムと情報の安全確保に努めています。

● 風評リスク　
風評リスクとは、当社および当社と関わりを持つ会社・関係者に
関する否定的な評価や評判が流布されることで当社のブランド
価値などが悪化し損害を被るリスクのことをいいます。インターネット
などの各種メディアにおける当社に係る情報をモニタリングする
など、風評リスク対応に取り組んでいます。

● BCM・BCP（事業継続リスク）　
当社では、地震に代表される自然災害や新型インフルエンザなど
の事業継続に多大な影響を与える事態が発生した場合に備え、
BCM・BCP（事業継続管理・計画）を策定し、必要な見直しと
実効性の強化に努めています。

ストレステスト
　当社では内外の経済動向に関し、株式の価格、金利、信用
スプレッドなど当社が保有するリスクに応じたストレスシナリオを
作成し、四半期ごとに感応度テストを行っています。その結果
は財務リスク管理委員会にも報告され、必要に応じて本社と
の協議に活用されます。これにより将来の不利益が当社の
財務の健全性に与えるリスクを管理し、安定的に経営ができる
ように努めています。



26

個人情報保護方針
　当社は、お客様からの信頼を第一と考え、「個人情報の保
護に関する法律（個人情報保護法）」その他の関連法令、「金
融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、および
チューリッヒ・インシュアランス・グループの指針を遵守し、
お客様の個人情報の適正な管理、利用およびその保護に
努めております。
　また、当社は、個人情報保護の強化のため、従業者への
教育・指導を徹底し、個人情報の取扱いおよび安全管理に
係る適切な措置について継続的な内容の見直しと改善に
努めております。

1.個人情報の取得
　当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個
人情報を取得します。具体的には、インターネットやコールセンターによ
るお見積り、お申込み、アンケートや、お客様にご記入・ご提出いただく
保険契約申込書、保険金請求書等により取得します。
　お客様からのお問合わせ、ご契約内容等の事実確認、電話対応の品
質向上等のために、お電話で聴取した通話を録音することがあります。

2.個人情報の利用目的
　当社は、お客様により良い商品やサービスをご提供するために、適法
かつ公正な手段により業務上必要な範囲内でお客様に関する情報を
収集させていただいております。
これらの情報は、次の目的で利用いたします。
① 当社の保険の募集、お見積り、お引受け、ご継続および保険金・ 

給付金のお支払い
② 当社の保険契約の保全管理およびこれに関連・付随する業務
③ 当社およびグループ会社※1の商品やサービスのご紹介、ご提供
    ※1：「5.当社グループ会社間での共同利用」をご覧ください

④ アンケートの実施や市場調査および保険商品・サービスの開発・
研究

⑤ 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の
請求

⑥ 他の事業者から個人情報（データ）の処理の全部または一部について
委託された場合等において、委託された当該業務の適切な遂行

⑦ キャンペーン等に付随する景品発送

3.個人データの第三者への提供
　当社では、次の場合を除き、ご本人の同意なくお客様の情報
を第三者に提供することはありません。
① 法令に基づく場合
② 当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に

提供する場合
③ 再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
④ 当社グループ会社※2との間で共同利用する場合
     ※2：「5. 当社グループ会社間での共同利用」をご覧ください

⑤ 損害保険会社間等※3で共同利用する場合
     ※3：「6．契約内容登録制度・契約内容照会制度および契約等情報交換
            制度」をご覧ください 

4.個人データの取扱いの委託
　当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの
取扱いを外部に委託することがあります。当社が、外部に個人データの
取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委

コンプライアンス態勢
　チューリッヒ・インシュアランス・グループでは、契約者、取引
企業、ならびに株主との信頼関係をより強固なものにするため
には、法令、社会規範および社内規程を遵守するとともに、
より高い企業理念を確立することが重要であると考え、チュー
リッヒ・ベーシックス（行動規範）をはじめとしたさまざまな基準を
定め、社員への周知徹底を行っています。当社においても
グループの一員としてこうした基準の実践を図るとともに、日本
の法規制や監督当局の趣旨を踏まえた独自のコンプライア
ンス・マニュアルを作成し、日本における代表者を頂点とした
コンプライアンス態勢を整備し、社員の教育、管理を推し進め
ています。

個人情報保護の管理態勢
1.お客様情報保護の基本方針
　当社の「個人情報保護方針」を公表するとともに、基本
方針に定めた内容を実践し、お預かりしたお客様情報の保護
を図るために、「個人データの安全管理に関する取扱規程」
を定め、お客様情報の適切な取扱いに努めています。

2.個人情報保護の態勢
　当社では、個人情報保護法をはじめ、関連法令などを
遵守し、社内および外部委託先での個人情報の保護および
安全管理措置の推進を図るため、顧客情報統括管理責任
者を任命するとともに、各部門に個人情報監督者を任命
し、当社の個人情報保護の管理態勢の整備、強化に取り
組んでいます。

3.委託先における個人情報保護態勢
　当社では、お客様情報を取扱う業務を社外に委託する
場合は、業者選定にあたり、当社独自の個人情報管理基
準に基づき審査を行っています。また契約締結後も、委託
先に対して、個人情報の取扱いについて実地監査を含む
さまざまな方法で定期的に確認し、管理しています。

ガバナンス態勢
Corporate Governance
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託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切
な監督を行います。
　当社では、例えば次のような場合に、個人データの取扱いを委託して
います。
① 保険契約の募集に関わる業務
② 商品付帯サービスに関わる業務
③ 損害調査に関わる業務
④ 保険業務の事務処理、印刷・発送処理に関わる業務
⑤ 情報システムの運用・保守に関わる業務

5.当社グループ会社間での共同利用
　当社およびグループ会社は、その取り扱う商品・サービスを案内
または提供するために、グループ会社間で、以下のとおり、個人データを
共同利用することがあります。
① 共同利用する個人データの項目
　 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、保険の
    種類、契約締結日、契約の状態
② 共同利用するグループ会社の範囲
　 チューリッヒ・インシュアランス・グループの国内保険会社である

チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
③ 共同利用における管理責任者
 　 当該個人データの取得元である各グループ会社

6.契約内容登録制度・契約内容照会制度
　および契約等情報交換制度
　当社は、保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならび
に保険金支払の健全な運営のために、 一般社団法人日本損害保険協
会への登録、損害保険会社等の間で交換を実施することがあります。
　このような制度の詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険
協会のホームページ（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。

7.代理店等情報の確認業務
　当社は、損害保険代理店の適切な監督や当社の職員採用等のため
に、損害保険会社との間で、損害保険代理店等の従業者に係る個人
データを共同利用しています。また、損害保険代理店への委託等のた
めに、一般社団法人日本損害保険協会が実施する損害保険代理店試
験の合格者等の情報に係る個人データを共同利用しています。
　詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホームペー
ジ（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。

8.機微（センシティブ）情報のお取扱い
　当社は、保険業法施行規則第 53 条の10および金融分野におけ
る個人情報保護に関するガイドライン第6条に基づき、同法令等に規定
されている機微（センシティブ）情報を、次に掲げる場合を除き、取得、利
用、または第三者提供いたしません。
① 保険会社として適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の

同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微（センシティブ）情報
を取得、利用または第三者提供する場合

② 相続手続きを伴う保険金支払事務などの遂行に必要な限りにおい
て、機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者提供する場合

③ 保険料収納事務などの遂行上必要な範囲において、政治・宗教など
の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員などの
機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者提供する場合

④ 法令などに基づく場合
⑤ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合

⑥ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために
特に必要がある場合

⑦ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が
法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある
場合

9.情報の安全確保
　お客様の個人情報を漏洩、毀損等しないよう、安全管理にかか
る基本方針・取扱い規定・実施体制を作成・整備し、個人情報

（データ）の取得・利用・保管等の各段階に応じた組織的・人的・
技術的安全管理措置を含む必要かつ適切な措置を講じます。

10.ご契約内容・事故に関するご照会
　ご契約内容・事故に関するご照会については、保険証券また
は保険引受けのご案内に記載された連絡先にお問合わせくだ
さい。当社は、ご照会者がご本人であることを確認させていただ
いたうえで、対応いたします。

11.個人情報保護法に基づく保有個人データ
　　に関する事項の通知、開示、訂正、利用
　　停止等のご請求
　お客様から、当社が保有するお客様ご本人の個人情報の通知、
開示、訂正もしくは利用停止等をお申し出いただいた場合には、
請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、所定の
手続きに基づき、後日、原則として書面にて回答させていただきま
す。なお、お客様からの開示等のご請求に関しましては、当社所定
の手数料をいただく場合があります。当社が、必要な調査を行った
結果、ご本人に関する情報が不正確である場合には、その結果に
基づいて正確なものに変更させていただきます。開示請求等の
詳細につきましては、下記13に記載の窓口にお問合わせください。

12 .お客様からのご意見・ご要望・苦情･ご相談
　当社では、個人情報の取扱いに関する苦情やご相談に対し
適切かつ迅速に対応します。
　お客様から、お客様ご本人の個人情報の取扱いに関し、ご
意見・ご要望をお寄せいただく場合には、下記13に記載の窓口
にお問合わせください。

13.お問合わせ窓口
● お客様相談室

電話番号： 0120-860-697
受付時間： 午前9時～午後5時（土日祝、年末年始を除く）
インターネット窓口： ホームページ「インターネットでのお問合わせ」

（www.zurich.co.jp/aboutus/contactus/index.html）

　当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人外国
損害保険協会の対象事業者です。
　また、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談
を以下にて受け付けております。

● 一般社団法人 保険オンブズマン
電話番号： 03-5425-7963
受付時間： 午前9時～12時、
　　　　 午後1時～5時（土日祝、年末年始を除く）
ホームページアドレス　http://www.hoken-ombs.or.jp

上記ポリシーは、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年5月30日
法律第57号）に基づく「個人情報保護指針（プライバシーポリシー）」です。
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1.利益相反の定義
　「利益相反」とは、当社グループとお客様との間で利益
が相反する状況および当社グループのお客様相互間で利
益が相反する状況をいいます。

2.利益相反のおそれのある取引の特定
   および類型
　当社では、下表の類型に該当する取引のうち、不当な利
益相反のおそれのある取引（以下「対象取引」）を特定した
うえで、お客様の利益を不当に害することのないよう、適
切に業務を管理・遂行します。

勧誘方針
　当社は「金融商品の販売等に関する法律」（平成12年法律
第 101 号）に基づき、以下の勧誘方針を定め、適正な保険
商品の販売・勧誘に努めています。

利害
対立型

競合
取引型

情報
利用型

お客様と
当社グループの間

お客様と当社グループの
利害が

対立する取引

お客様と当社グループが
同一の対象に対して

競合する取引

当社グループが
お客様との関係を通じて
入手した情報を利用して

当社グループが
利益を得る取引

お客様と当社グループの
お客様との間

お客様と当社グループの
お客様の利害が
対立する取引

お客様と当社グループの
お客様とが

競合する取引

当社グループが
お客様との関係を通じて
入手した情報を利用して
当社グループのお客様が

利益を得る取引

チューリッヒの勧誘方針
① 当社は、金融商品の販売等に関する法律、消費者契

約法、保険業法その他関係法令等を遵守いたします。
② 当社は、お客様の知識、経験、財産の状況、目的その他

お客様からお伺いいたしました事項を総合的に考慮し、
お客様のニーズに沿った商品をご説明およびご提
供させていただくことに努めます。

③ 当社は、お客様自身が商品についての重要事項を
正しくご理解いただいた上でご自身の判断と責任に
おいて当社の保険にご契約いただけるよう、商品内
容やリスク内容等の重要事項について、商品およ
び販売の形態に応じ、適切な説明に努めます。特に、
変額年金等市場リスクが存在する商品については、
お客様の年齢、知識、投資経験、財産の状況、収入
等に照らして、最適と考えられる商品をお勧めすると
ともに商品内容やリスク内容等について適切な説明
に努めます。

④ 当社は、事実と異なる情報の提供など、お客様の誤解
を招くような勧誘は行いません。

⑤ 当社は、深夜や早朝などお客様のご迷惑となるような時
間帯、場所、方法による勧誘は行いません。

⑥ 当社は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、また適
切な情報提供を行うため、教育、研修体制等を充実し、
適切な業務を行うために必要な知識技能の習得、研鑚
に努めます。

⑦ 当社は、お客様のご意見・ご要望を真摯に受け止め、
販売活動に活かします。

利益相反管理態勢
　当社は、当社または当社グループ会社（以下「当社グルー
プ」）とお客様との間の利益相反のおそれのある取引もしくは
当社グループのお客様相互間の利益相反のおそれのある取
引に伴って、お客様の利益を不当に害することのないよう、
以下の利益相反管理方針に則り適切に業務を管理・遂行
します。

3.利益相反の管理方法
　当社は、下記に掲げる方法を適宜選択または組み合わ
せて講ずることにより、利益相反管理を行います。

① 部門の分離による情報の遮断
② 取引の一方または双方の条件または方法の変更
③ 取引の一方または双方の中止
④ お客様への利益相反の開示

4.利益相反管理態勢
① 当社は、適切に利益相反の管理を行うため、営業部門

から独立した利益相反管理統括部門および利益相反
管理統括者を設置し、既存の法令など遵守態勢の中で
特定および管理を一元的に行います。

ガバナンス態勢
Corporate Governance
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資産の運用
　当社は、保険料として収受した金銭などを、主として事業
債および国債などで運用しています。運用環境の不透明感
が高まる中、安定的な資産運用収益の確保に注力すると
ともに、さらなる運用リスク管理の強化とあわせ運用効率の
向上・収益力の引き上げに努めています。 

業務の代理・事務の代行
　当社は、チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・
リミテッド（チューリッヒ生命）の募集代理店として生命保険
契約締結の媒介、およびそれに付随する業務を行っています。

国債などの窓口販売業務など
　該当業務はありません。

配当性向
　該当はありません。

反社会的勢力対応に関する基本方針
① 当社は、社会の一員として市民社会の秩序や安全

に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とし
た態度で臨み、不当な要求に対してはこれを拒絶し
ます。

② 当社は、反社会的勢力との関係を遮断することに努
め、公共の信頼を維持し健全な業務の遂行を確保し
ます。

③ 当社は、反社会的勢力からの不当要求に対しては、対
応する役職員の安全を最優先に確保するとともに、
担当者や担当部署だけに任せず、組織として対応し
ます。

④ 当社は、反社会的勢力の対応については平素から、
警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部
専門機関と緊密な連携を図ります。また、反社会的勢
力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から
法的対応を行います。

⑤ 当社は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動や
役職員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を
隠ぺいするための裏取引は絶対に行いません。また、反
社会的勢力への資金提供も絶対に行いません。

反社会的勢力に対する取組み
　当社は、保険会社が持つ社会的・公共的責任および義務
を十分に認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会
的勢力に屈することなく、毅然とした姿勢で対応することを経
営理念の実践における基本的事項と考え、反社会的勢力対
応に関する基本方針および反社会的勢力等対応規程を定
めるとともに、犯罪収益によるものと疑われる取引への適切
な対応を行うことによりマネーローンダリングの防止を図って
います。
　また、反社会的勢力への対応にあたっては、弁護士や警察
など関係当局とも連携して組織的に対応することとし、反社会
的勢力との関係遮断および不当要求に対してはこれに
屈することなく断固たる決意をもって取り組んでいます。

② 当社従業員に対する研修・教育を実施することにより
周知徹底を図ります。

③ 対象取引の特定および管理に関する記録は、5 年間
適切に保存します。

④ 当社は、利益相反管理態勢の適切性と有効性を定
期的に検証し、継続的に改善を図ります。

5.利益相反管理の対象となる会社の範囲
　当社およびチューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カ
ンパニー・リミテッドが利益相反管理の対象となります。
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グループ概要
　チューリッヒ・インシュアランス・グループは、グローバル市場
および各国市場において幅広い商品ラインアップを揃える
世界有数の保険グループです。スイスのチューリッヒ市を本拠
に1872 年に設立され、55 ,000 人を超える従業員を有し、
世界 170ヵ国以上の個人、そして中小企業から大企業まで
のあらゆる規模の法人およびグローバル企業のお客様に、
損害保険および生命保険の商品・サービスを幅広く提供し
ています。　　
　2014年の収入保険料は約548億 USドル（6兆6,061億
円）※、事業利益は約46億 USドル（5 ,545億円）※に達し、
強固な財務基盤とグローバルな強みを活かし、世界中のさま
ざまな国や地域で、各市場の文化や地域特質に基づいた
ビジネスを展開しています。

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・
リミテッド（スイス本店）について
発行済株式総数 8,250万株（2014年12月31日現在）

株主  チューリッヒ・インシュアランス・グループ・
  リミテッド  （Zurich Insurance Group Ltd）
 8,250万株（100％）

資本金 8億2,500万スイスフラン

保険財務力格付
　保険財務力格付は、保険契約者の保険金請求に応える能
力に基づいた、第三者機関による保険会社の財務的健全性の
評価です。2014年12月31日現在におけるチューリッヒ・インシュ
アランス・カンパニー・リミテッドの格付は以下のとおりです。

事業利益の推移

株主資本

代表的な経営指標

最高経営責任者 マーティン・セン（Martin Senn）

設立年月 1872年11月

グループ本社所在地 スイス連邦チューリッヒ市

サービス提供網 世界170ヵ国以上

従業員数 約55,000人

収入保険料 約548億ＵＳドル　（6兆6,061億円）※

総資産 約4,065億ＵＳドル（49兆36億円）※

主な事業内容 保険業

※数値は2014年実績。1ＵＳドル＝120.55円（2014年12月30日）

※格付は2014年12月31日現在の情報に基づいており、将来的に変更される可能性があります。
　格付は格付会社の意見であり、保険金支払いなどの保証を行うものではありません。   

格付機関 保険財務力格付 格付見通し（outlook）

A.M. Best A+ 安定的

Moody's Aa3 安定的

Standard & Poor's  AA− ポジティブ

チューリッヒ・インシュアランス・グループ 概要
Zurich Insurance Group Overview 
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いかにして達成するのか
How we do it

　私たちは、ビジネスにおける煩雑さや経
費を削減し、効率性を高めてプロセスの
改善を行い、投資利益率を高め、事業利
益の拡大を図ります。また同時に、人材な
らびに業界トップレベルのオペレーショ
ンやテクノロジーの基盤構築など、お客
様をサポートする機能を強化するための投
資を行います。そして、チューリッヒ・ブラン
ドとそのブランドプロミスである “インテ
リジェント・プロテクション” を広く浸透さ
せ、レピュテーション（評判・名声）の確立
に努めます。理念に則った責任ある発言や
行動をとり、あらゆる場面において、ステー
クホルダーの皆様に対する「チューリッヒ・
コミットメント」を実践していきます。

● 世界で最も歴史ある
 保険会社のひとつ

● ブランドプロミス：
  「インテリジェント・プロテクション」

● 事業利益の拡大

●  お客様をサポートする能力・
  機能の構築

● 「チューリッヒ・コミットメント」の
　実践

● 優位性を持つ
 市場への投資

●  その他の事業について、
  その価値の観点に立った
 運営の実施

私たちは何をするのか
What we do

　私たちは、チューリッヒが優位性や強みを
持つ市場への投資を優先します。それは
つまり、大企業ならびに中堅企業向け保険、
そして特定の個人保険の分野を指します。
その他の事業に対しては、その事業の価値
がどこにあるのかという観点に立ち運営を
行います。これにより、生命保険事業を最
適化し、小型損害保険事業を最大限に
成長させます。一方、低成長ビジネスにつ
いては立て直し、もしくは撤退を行います。

グループ戦略 2014年-2016年
　チューリッヒのグループ戦略は、常に変化する厳しい競争環境のなかでも利益ある成長が持続的に遂げられるよう策定

されています。その土台になっているのは、「私たちは何者なのか」、「私たちは何をするのか」、そして「いかにして達成

するのか」というコンセプトです。

私たちは何者なのか
Who we are

　チューリッヒは、1872 年にスイスで創業
した世界で最も歴史のある保険会社の
ひとつです。チューリッヒの知識、専門能力、
財務の健全性は、お客様から高い評価を
いただいています。お客様は、大切な人や
物を守るためにチューリッヒを選んでくだ
さっています。私たちは、お客様、社員、株
主、そして私たちが生活し、働く場所である
コミュニティを大切にします。チューリッヒ
のリスクに対する知識と管理・対応力は、
“インテリジェント・プロテクション” という
ブランドプロミスに表されています。それは
個人のお客様だけでなく、すべてのステー
クホルダーの皆様へ長期的な利益をもた
らすものです。私たちは、チューリッヒのリス
クに関する専門能力や見識を、お客様や
コミュニティ、そしてすべてのステークホル
ダーの皆様がご自身のリスクを正しく理
解することにご活用いただけるよう努めて
います。
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Revenues  収益 CHF'000'000  （単位百万円）
Gross written premiums and policy fees 収入保険料 21,139  2,574,730 
Less premiums ceded to reinsurers 出再保険料 △ 2,862  △ 348,592
Net written premiums and policy fees 正味収入保険料 18,278 2,226,260 
Net change in reserves for unearned premiums 未経過保険料戻入 202  24,604  
Net earned premiums and policy fees 正味既経過保険料 18,480  2,250,864  
Net investment income 正味資産運用収益 2,622  319,360 
Net realized capital gains/losses,write-ups and write-downs on investments  正味有価証券等評価損益 694  84,529 
Other income その他経常収益 1,504  183,187 

Total revenues 収益合計 23,299  2,837,818   

Benefits, losses and expenses  費用 CHF'000'000  （単位百万円）
Insurance benefits and losses, net of reinsurance 正味発生保険金及び損害調査費 △ 12,682  △ 1,544,668 
Policyholder dividends and participation in profits, net of reinsurance 保険契約者配当金及びその他利益戻し △ 120  △ 14,616
Underwriting and policy acquisition costs, net of reinsurance 営業費 △ 3,862  △ 470,392 
Administrative and other operating expense 一般管理費 △ 2,266  △ 275,999 
Interest expense on debt 支払利息 △ 680  △ 82,824 
Other interest expense その他の利息費用 △ 20  △ 2,436 

Total benefits, losses and expenses 費用合計 △ 19,630  △ 2,390,934    

Net income before taxes 税引前当期利益 3,669  446,884   
Taxes 税金 △ 57  △ 6,943 

Net income after taxes 当期純利益 3,612  439,942  

損益計算書 Income Statement 自 2014年1月1日／至 2014年12月31日
1CHF（スイスフラン）＝121.80円（2014年12月30日）

本年度の業績概要 Overview

　チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド（以下
「ZIC」）は、1872年11月1日に法人化された、チューリッヒ・
インシュアランス・グループ（以下「グループ」）の主たる保険
会社です。
　保険会社であるだけでなく、グループの不動産ローン業務と
銀行業務を除く、グループすべての子会社とその他関連会社
の持ち株会社としての機能も果たしております。
　ZICの業績にはスイス本店及び支店（主にカナダ、日本、
香港）における元受損害保険と子会社からの受再保険が含
まれています。
　ZICは、2014年度に当期純利益 3,612百万スイスフラン
を計上しました（2013年度と比べ26％増）。この増収は主に
ZICの再保険ビジネス獲得費用の繰延費用（DAC）に関して
の新しい会計基準の適用によるもので、一時的になりますが、
1,153百万スイスフランの利益をもたらしました。
　これは、2014年10月に子会社であるチューリッヒ・インシュ
アランス・ホールディング（キプロス）リミテッド（ロシアにおける
当社グループの損害保険事業保有）を524百万スイスフラン
で売却したことによる損失と、250百万スイスフランの投資へ
の価格変動引当金の計上を部分的に相殺した結果です。
　2014 年 12月31日期では収入保険料は前期に比べ
465 百万スイスフラン減少し（2 % 減）、21 ,139 百万スイス
フランを計上しました。収入保険料は、（為替の影響を除いた）
現地通貨で、前期に比べ189百万スイスフラン減少しました

（1%減）。

　元受正味保険料は前期に比べ83百万スイスフラン減少し
（2％減）、4,316百万スイスフランを計上しました。
　受再正味保険料はファーマーズ・エクスチェンジ社との比例
再保険特約（全種目）の参加内容を変更したことにより、前期
に比べ381百万スイスフラン減少し（2％減）、16 ,824百万
スイスフランを計上しました。
　正味発生保険金及び損害調査費は前期に比べ990百万
スイスフラン増加し、12,682百万スイスフランを計上しました。
主な増加理由は、2013年度におけるグループ会社との生命
再保険契約の支払備金の繰入と損害調査費によるもので、
2013年度にはポジティブな影響を与えていたものです。
　正味資産運用収益は前期に比べ120 百万スイスフラン
減少し、2,622百万スイスフランを計上しました。
　主な減少理由は、2014年8月に行った投資資産の直接保
有からシングル・インベスター・ファンド（Single Investor 
Fund）への2回目の移行の結果生じた80百万スイスフランの
債券の金利収入の低下（資産運用収益は、現在、投資の
評価増と評価減を加味した正味有価証券等評価損益に開示
されている）と資本市場での低金利です。
　2014年12月31日現在、資本合計は2013年12月31日
時点の計上20,263百万スイスフランから、1,112百万スイス
フラン増加し、21,375 百万スイスフランを計上しました。この
増加は、当期純利益の3,612百万スイスフランから、2014年
4月2日の年次株主総会において承認された2014 年度の
配当金2,500百万スイスフランを相殺した最終結果です。

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
（スイス本店） 決算ハイライト

Zurich Insurance Company Ltd (Switzerland) Financial Statements 
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2014年12月31日現在
1CHF（スイスフラン）＝121.80円（2014年12月30日）

Assets  資産の部 CHF'000'000   （単位百万円）
Investments  運用資産
Cash and cash equivalents 現預金 3,942  480,136 
Equity securities 株式 3,763  458,333 
Debt securities 債券 33,611  4,093,820 
Real estate 不動産 1,636  199,265 
Mortgage loans 不動産担保貸付金 1,293  157,487 
Other loans その他の貸付金 4,126  502,547 
Investments in subsidiaries and associates 関連会社投資 29,384  3,578,971 
Other investments その他の投資 721  87,818 
Total investments 運用資産合計 78,476  9,558,377 

Other assets  その他資産
Deposits made under assumed reinsurance contracts 再保険預託金 3,957  481,963 
Accrued assets 繰延資産 528  64,310 
Deferred acquisition costs, net 繰延新契約費 1,153  140,435 
Receivables from policyholders, agents and intermediaries 代理店貸等 263  32,033 
Receivables from insurance and reinsurance companies 再保険貸等 1,237  150,667 
Other receivables その他未収金 1,168  142,262 
Furniture and equipment 有形固定資産 142  17,296 
Intangible assets 無形固定資産 357  43,483 
Other assets その他の資産 30  3,654 
Total other assets その他資産合計 8,835  1,076,103   

Total assets 資産の部合計 87,310  10,634,358 

Liabilities and shareholders' equity  負債及び資本の部 CHF'000'000  （単位百万円）
Short-term liabilities  流動負債
Deposits received under ceded reinsurance contracts 再保険預り金 517  62,971 
Amounts due to policyholders, agents and intermediaries 保険契約債務 107  13,033 
Amounts due to insurance and reinsurance companies 再保険借 699 85,138 
Accrued liabilities 未払金 1,399  170,398 
Other liabilities その他短期負債 1,646  200,483  
Short-term loan liabilities 短期借入金 5,692  693,286  
Total short-term liabilities 流動負債合計 10,061  1,225,430 

Long-term liabilities  固定負債
Provisions その他負債 1,081  131,666 
Senior debt 優先債務 8,467  1,031,281 
Subordinated debt 劣後債務 8,442  1,028,236  
Total long-term liabilities 固定負債合計 17,991  2,191,304 

Insurance reserves, net  保険契約準備金
Reserves for losses and loss adjustment expenses, net 支払備金 27,737  3,378,367 
Reserves for unearned premiums, net 未経過保険料準備金 4,036  491,585 
Actuarial and other insurance reserves, net 責任準備金その他 6,111  744,320   
Total insurance reserves, net 保険契約準備金合計 37,884  4,614,271 

Total liabilities 負債の部合計 65,935  8,030,883  

Shareholders' equity (before appropriation of available earnings) 資本の部（利益処分前）
Share capital (fully paid) 資本金 825 100,485   
Legal reserves 法定準備金
   General legal reserve      法定準備金 485  59,073   
   Capital contribution reserve      資本準備金 5,570  678,426   
General free reserve 任意積立金 4,272  520,330
Retained earnings: 利益剰余金  
   Beginning of year     繰越利益剰余金（当期首残高） 9,111  1,109,720  
   Dividend paid     配当金 △ 2,500  △ 304,500  
   Net income after taxes     当期純利益 3,612  439,942   
Retained earnings, end of year 繰越利益剰余金 10,223  1,245,161   

Total shareholders' equity 資本の部合計（利益処分前）  21,375  2,603,475   
(before appropriation of available earnings) 

Total liabilities and shareholders' equity  負債及び資本の部合計 87,310 10,634,358

貸借対照表 Balance Sheet
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2014年12月31日現在の取締役および監査人 Board of Directors and auditors as of December 31, 2014

取締役員     居住地 任期 Expiration of
Zurich Insurance Company Ltd Board of Directors   Residence current term of office 

会長：トム・デ・スワン Tom de Swaan, Chairman オランダ╱アムステルダム 2015年

副会長：フレッド・キンドル Fred Kindle, Vice Chairman  イギリス╱ロンドン　 2015年

スーザン・ビーズ Susan Bies アメリカ／サウスカロライナ／ランドラム 2016年

アリソン・カーンワス Alison Carnwath イギリス／デヴォン 2015年

ラファエル・デルピーノ Rafael del Pino スペイン／マドリッド 2015年

トーマス・エッシャー Thomas Escher スイス／チューリッヒ地方／ウィティコン 2015年

モニカ・メッケル Monica Mächler スイス／シュヴィーツ／プフェフィコン 2016年

ドン・ニコライセン Don Nicolaisen アメリカ╱サウスカロライナ╱エイキン 2015年

クリストフ・フランツ Christoph Franz スイス／チューリッヒ 2015年

役員会事務  Corporate Secretary

エイドリアン・ペイヤー Adrian Peyer

監査人 Auditors

プライスウォーターハウスクーパース AG PricewaterhouseCoopers AG

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド（スイス本店）決算ハイライト
Zurich Insurance Company Ltd (Switzerland) Financial Statements 


