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　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。
　当社の2015年度の業績は順調に推移しました。収入保
険料は、自動車保険と傷害保険を中心として保有契約件数
が増加した結果、前年度より7.0％増加し、818億円となり
ました。一方、正味支払保険金は昨年比17.4％増の283億
円を計上しました。営業費および一般管理費は広告宣伝や
システム関連投資を戦略的・計画的に行った結果、前年度
より5.1％増加して194億円を計上しました。さらに今期は
事業の収益性向上に取り組んだ他、自動車保険の再保険
取引を拡大したことによる手数料収入が増加し、当期純利
益は9億円となりました。なお、単体ソルベンシー・マージン
比率は、2016年3月末現在で564.8％となりました。
　主力の個人保険部門では、当社の個人保険保有契約
件数が2015年7月に300万件の大台を突破しました※。
2011年12月に200万件に到達して以来急速に契約件数
を増やし、約3年半で100万件以上増加しました。これはお
客様のニーズにあった商品や納得感のある保険料、高品
質な顧客サービスなどが多くのお客様からご支持をいた
だけた結果であると考えています。
　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
保険などを提供しているダイレクト事業においては、自動
車保険のインターネットでの新規契約の範囲や保険料の
お見積り範囲を拡大しました。また、保険業界初となる一
人ひとりのお客様専用の「パーソナライズド動画」を自動
車保険契約の継続案内に導入したり、初めて自動車保険
をご契約されるお客様を対象に、テレマティクスを活用し
た運転走行情報記録システム「Z-Assist（ゼットアシスト）」

の無料提供を開始するなど、新たな取組みを行いました。
「Z-Assist」は、万が一の事故の際のお客様の不安を軽減
するとともに、お客様からご提供いただいた走行情報など
のデータを活用し、お客様により適した次世代型新商品開
発や、新たな保険料算出の技術革新を図ってまいります。
　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を通じて傷害保険
などを提供しているホールセール事業では、2005年から
の連続二桁成長を2015年度も達成しました。提携企業と
のキャンペーンが大きな成功を収めた他、都市銀行や地方
銀行などとの提携もさらに拡大しました。また、2015年10
月からはお客様からのご要望にお応えする形で医療保険を
商品ラインアップに加えました。
　企業保険部門では、2015年5月の会社法改正に伴い、各
企業がコーポレート・ガバナンスに注力している中、海外に
子会社を持つ日本企業が日本本社で一括してグローバル
リスク管理を行えるインターナショナル・プログラムの新規
契約が大幅に増加しました。また海外子会社を含む企業の
従業員や第三者の犯罪行為による財産上の損害を補償する

「企業包括補償保険（Commercial Crime Insurance）」
の発売を開始するなど、グローバルに展開する企業への更
なるサポート強化のため新商品の開発に努めました。
　当社は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。特に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”の文化を積極的に促進してき
ました。今年度は、社員全員がさまざまなマイノリティ（少数
派）を受け入れることができるよう、無意識の偏見を取り除
き、正しい知識を身につけるための研修やサポートを行う
とともに、人事制度などの改善を進めました。また、2015
年6月には女性をはじめとした多様な人材の活躍を推進す
る社員有志によるネットワーク「WIN Japan （Women’s 
Innovation Network Japan）」が発足し、社員によるボト
ムアップ活動もスタートしました。
　2016年7月に30周年を迎えた当社は、今後もさらなる
成長に向けて、企業理念である「ケア」の精神と「イノベー
ション」の発想に基づき、個人のお客様へのより多様で充実
した保険商品の提供、グローバルに展開する当社の強み
を生かした企業保険商品の拡販などに積極的に取り組む
とともに、お客様の期待を上回るサービスと「カスタマー・
エクスペリエンス（顧客体験）」の提供に力を注いでまいり
ます。また、収益と成長のバランスのとれた業務運営に注
力する一方、業務効率の改善・リスク管理態勢の高度化な
ど、ガバナンス態勢の強化にも取り組んでまいります。
　引続き皆様のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し
あげます。
※�当社が提供している傷害保険の有料保有契約件数と自動車保険の
保有契約件数を合計した数字。

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

ごあいさつ
Top Message

にし   うら　　 まさ  ちか



誠実であること
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。

Integrity

お客様第一主義
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。

Customer centricity

たゆまぬ価値の創造
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。

Sustainable value creation

卓越すること
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。

Excellence

チームワーク
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。

Teamwork

企
業
理
念
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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」の精神と「イノベーション」の発想に基づい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。

企業理念
Vision Statement
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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。

We care about our Customers.

私たちはお客様を大切にします。

　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。

We care about our Shareholders.

私たちは株主を大切にします。

　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。

We care about our People.

私たちは社員を大切にします。

　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。

We care about our Communities.

私たちはコミュニティを大切にします。

　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。



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

6

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、およそ55,000
人の従業員を有し、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

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	 	東京本社オフィス、調布オフィス

大阪オフィス、長崎オフィス
名古屋オフィス、札幌オフィス

従業員数	 約1,080人
（スタッフ社員含む�2016年3月末現在）

事業内容	 損害保険業

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。

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）　（2015年12月31日現在）

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



● 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

商品委員会

オペレーショナルリスク管理委員会

経理委員会

コンプライアンス委員会

ITマネジメント委員会

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

個人保険デジタルマーケティング室

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

商品管理本部

ITサービス本部

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－シャルメディア推進室

自動車業務部

業務企画部

企業営業部

業務部

営業推進部

オペレーションズ統括部

リスクエンジニアリング部

損害サービス企画部

損害サービスライン業務部

損害サービス業務開発推進部

損害サービス品質向上推進部

損害サービス業務サポート部

企業保険損害サービス部

自動車損害サービス1部

自動車損害サービス2部

傷害火災新種損害サービス部

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

業務品質管理部

総務部

リスク管理部

ビジネストランスフォーメーションオフィス

コンプライアンス部

広報部

人事部

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

経営委員会

アウトバウンドテレマーケティング部

経営戦略
企画室
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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）概要
Zurich Insurance Company Ltd Profile

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
2016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】

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 ◦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 ◦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
◦医療保険を販売開始
◦自動車保険契約の継続案内に「パーソナライズド動画」を導入【業界初】

2016年 ◦テレマティクスを活用した運転走行情報記録システム
「Z-Assist(ゼットアシスト)」を提供開始

第三者機関による評価
2012年 ◦HDI-Japan問合せ窓口（電話対応）格付け※1

HDI-Japan�webサポート（ウェブサイト）格付け※1

最高評価の三つ星を獲得
◦2012年度JCSI（日本版顧客満足度指数）第3回調査※2

損害保険業界部門�第1位

2013年 ◦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』2013年3月号〕

◦HDI-Japan問合せ窓口（電話対応）格付け※1

HDI-Japan�webサポート（ウェブサイト）格付け※1

最高評価の三つ星を獲得
◦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※3

2014年 ◦IT協会�カスタマーサポート表彰制度�優秀賞※3

◦HDI-Japan�webサポート（ウェブサイト）格付け※1

最高評価の三つ星を獲得

2015年 ◦HDI-Japan問合せ窓口（電話対応）格付け※1

HDI-Japan�webサポート（ウェブサイト）格付け※1

最高評価の三つ星を獲得

※1：HDI-Japan問合せ窓口（電話対応）格付け／
同webサポート（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HDIの国際標準に基づいて設定さ
れた評価基準に沿っ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。
www.hdi-japan.com 

※2：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、2012年度第3回：31,670人。�
www.service-js.jp 

※3：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。
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、818億円を計上しました。

種別構成
（2015年）

総資産額
　業容の拡大に伴い順調に総資産を殖やしております
が、自動車保険の出再保険を拡大したことにより、今期は
625億円にとどまっております。

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564.8％（昨年比111.8ポイント増）となり、十分な水
準を確保しております。

（注）1�2011年度から2013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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テレマティクスを活用した
「Z-Assist（ゼットアシスト）」を提供開始

　2016年1月1日以降が保険始期日となる「スーパー自動
車保険」において、初めて自動車保険をご契約されるお客
様を対象に、運転走行情報記録システム「Z-Assist」の提供
を開始しました。
　当社からお客様へ貸与する緊急通知機能付ドライブレ
コーダー「Z-Assist」（以下Z-Assist本体）は強い衝撃を検
知すると当社事故受付センターに自動通知されます。これ
により迅速なロードサービスなどの事故対応が可能とな
り、万が一の事故の際にお客様の不安を軽減します。同時
にZ-Assist本体に記録されたデータを活用することで、よ
りスムーズで適切な損害調査を行うことができます。
　また、故障・トラブルなどの際には、Z-Assist本体の緊急
通知ボタンを押すだけで当社へ通知が届き、当社からお客
様へ折り返しご連絡を差しあげることも可能です。
　この他に、急ブレーキ、急加速、急ハンドルなど、事故につ
ながりやすい急制動運転を検知すると、Z-Assist本体が音
声で注意喚起を行います。さらにスマートフォンアプリでお
客様ご自身の運転特性や、急制動発生ポイントを振り返る
ことで、より安全運転を心がけていただけます。
　お客様には走行情報などのデータを当社へご提供いた
だくことにより、お客様により適した次世代型新商品開発
や、新たな保険料算出の技術革新を図ってまいります。

自動車保険に「パーソナライズド動画」
での継続案内と「チャット機能」による
お客様サポートを導入
　当社は、最新のテクノロジーを活用し、お客様の利便性を
高めるとともに、一人ひとりのニーズや状況に応じた、より
パーソナルなサービスのご提供に取り組んでいます。
　そのひとつが、2015年10月7日から順次配信を開始して
いる「パーソナライズド動画」による自動車保険契約の継続
案内です。これは、チューリッヒから自動車保険をご契約中
のお客様にEメールで動画のリンクをお届けし、お客様が動
画を再生すると、ナレーターがお客様のお名前で呼びかけ、
お客様のご契約の満期日や継続時の等級、保険料、万が一
事故に遭われたときのロードサービスの内容などを個別に
ご説明するものです。Eメールなど静止画によるご案内に比
べて、必要な情報をスムーズにご理解いただくことができま
す。このような一人ひとりのお客様専用の動画で継続案内
を行うのは、日本の保険会社では初めての試みです※1。
　また、2016年3月8日より、当社ウェブサイトから「スー
パー自動車保険」の新規ご契約※2をされるお客様に対し
て、チャット機能を使ったサポートも開始しました。お客様が

「スーパー自動車保険」の「お見積り・お申込みページ」を
ご利用中に特定ページ上で一定時間操作を中断されると、
チャット画面が自動表示されます。お客様からのお問合わ
せには、当社カスタマーケアセンターのスタッフがチャット
を介して即時に対応し、問題が解決されるようにサポートし
ます。
※1 2016年7月1日時点の当社調査によります。 
※2  新規契約とは純新規（初めての自動車保険のご契約）または、他社

からの移行および複数所有新規契約を指します。

2015 年トピックス
2015 Topics
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HDI格付けベンチマーク「webサポート」と
「問合せ窓口」で最高評価の三つ星を獲得

　HDI-Japanが実施した2015年度損害保険業界webサ
ポート（ウェブサイト）格付け、問合せ窓口（電話対応）格付
けの両部門において、最高評価の三つ星を獲得しました。
今回の調査で当社は、お客様視点で作られたわかりやす
く使いやすいウェブサイト、思いやりのある丁寧で理解し
やすい電話応対などが評価されました。またwebサポート

（ウェブサイト）格付けにおいては、4年連続での三つ星獲
得となりました。当社は、「お客様第一主義」を掲げ、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顧客体
験（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ます。

金融サービスの多角化を背景に
「フリー・インシュアランス・プログラム」の
提携がさらに拡大
　当社は、銀行やクレジットカード会社など会員顧客を持つ
企業と、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実績
があり、高い契約率と継続率を達成し成長を続けてきまし
た。近年は特に、金融サービスの多角化を進める銀行業界
において、保険商品の販売チャネル拡充に対応する商材と
して採用が進み、2015年には新たに横浜銀行とりそな銀
行との提携を開始しました。これにより当プログラムの提
携銀行数は10行となりました。また、旅行代理店や自転車
メーカー、家電量販店、スーパーマーケットなど、提携企業
とのプロモーションを継続的に実施し実績を積んでいます。

「フリー・インシュアランス・プログラム」の拡大もあり、当
社の傷害保険を含めた個人保険保有件数は、2015年度に
は300万件を超える規模に達しています※。
※ 2015年7月末時点の当社が提供している傷害保険の有料保有契約

件数と自動車保険の保有契約件数を合計した数字。

ダイレクトマーケティングのノウハウを活かし
医療保険の販売を開始
　当社は2015年9月より医療保険の販売を開始しまし
た。医療保険の販売は、当社のお客様からのご要望にお
応えするもので、傷害保険と自動車保険の既存のご契約
者様にご案内すると同時に、提携先企業のお客様に、「フ
リー・インシュアランス・プログラム」のモデルでご案内を
開始しました。
　これまで当社が培ったダイレクトマーケティングのノウハ
ウを活かし、各提携先企業のお客様のニーズに合った補償
内容、保険金額を個別に設定し、ご案内しています。
　医療保険は自動車保険、傷害保険と並び、今後の当社の
商品構成上の大きな柱となります。

日本企業のグローバルリスク管理を支援する
企業包括補償保険を販売開始
　日本企業のグローバル化の進展により、海外子会社のリ
スク管理が重要課題となっている中、当社は2015年9月よ
り、海外子会社を持つ上場企業を対象に企業包括補償保険
(Commercial Crime Insurance)の販売を開始しました。
　当社の企業包括補償保険は、企業の従業員が業務遂行
にあたり、職権を利用して、窃盗、強盗、詐欺、横領または背
任行為などの詐欺的・不誠実な行為を行ったことにより被
る損害に加え、第三者による犯罪行為で被る損害に対して
も補償します。海外子会社で起こる内部犯罪・外部犯罪を
包括的に補償することにより、日本企業のグローバルリスク
管理に貢献します。

2015 年トピックス
2015 Topics
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海外子会社で外航貨物海上保険の保険
証明書を発行できる新システムの導入に
合わせ、「マリン・インターナショナル・プ
ログラム」を本格販売
　当社は2016年3月より、外航貨物海上保険の保険付保
証明書を海外子会社でも発行できる新システム「Zurich 
Ocean Web（チューリッヒ オーシャン ウェブ）」の提供を
開始しました。
　またこれに伴い、海外に子会社を持ち自社製品および部
品を流通している日本企業を主な対象として、「マリン・イン
ターナショナル・プログラム」の本格販売を開始しました。当
社独自のグローバルネットワークを生かした保険プログラ
ムで、海外に子会社を持つ日本企業が、日本本社で一括し
てグローバルリスク管理を行うことが可能となります。物流
リスクが常に「可視化」されることで、グローバル経営戦略
策定の有力な情報として活用いただけます。

社員有志によるネットワーク｢WIN Japan」発足
ダイバーシティ＆インクルージョンを推進
　当社は2015年6月に、社員有志による組織横断型ネット
ワーク「WIN Japan（Women’s Innovation Network 
Japan：ウィメンズ・イノベーション・ネットワーク・ジャパン）」
を発足しました。これは、女性をはじめとした多様な人材の
活躍を、社員のボトムアップの活動で推進するネットワーク
です。WIN Japanを通じて、性別を問わず、すべての社員
が組織を越えた交流や自己啓発、商品・サービスや職場環
境について会社への提案を行う機会を得ることにより、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）の文化を促進し、社員と会
社がともに成長する企業風土を醸成します。2015年度に
は、社内ならびに社外からも講師を招聘し、キャリアや仕事
への取組み、育児との両立などをテーマに延べ17回の講
演やワークショップを開催しました。
　当ネットワークのモデルとなった「WIN」は、チューリッヒ・
インシュアランス・グループでは2007年にスイス本社で発
足し、2015年度にはメンバー数が15ヵ国で5,000人を超
える規模に達しています。

グループ全体で取り組む社会貢献活動
「グローバル・コミュニティ・ウィーク」

　「グローバル・コミュニティ・ウィーク」は、チューリッヒ・イ
ンシュアランス・グループの世界各国の拠点で同時開催さ
れる社員参加型の社会貢献活動です。日本支店では、全6
事業拠点にて、「チャリティ・スイーツ・デイ」と「チャリティ・
マーケット」の2つのイベントを開催しました。両イベントに
寄せられた社員からの寄付金は、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、この期間中に45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31,000時間にのぼりました。

Zチューリッヒ基金（Z Zurich Foundation）
チューリッヒ・インシュアランス・グループが運営する財
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。
2012年3月には、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ドルを拠
出しています。

2015年トピックス
2015 Topics
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長崎市の「世界こども平和会議」へ
長崎オフィスの社員がボランティアとして参加
　2015年8月5日～6日に、被爆70年の長崎市で、世界
120以上の国と地域の子どもたちを迎えて「世界こども平
和会議」が開催されました。この会議に、当社の長崎オフィ
スの社員がボランティアとして参加し、会場案内や記念品
の配布などを行いました。また当社は会議に参加した子ど
もたちへの記念品のトートバッグとタオルを協賛しました。
　今後も当社は、拠点を置くコミュニティに貢献する活動に
取り組んでまいります。

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ます。
　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、2015年は全国で129名の社員とその家族が
参加しました。「あしながPウォーク10」は、阪神大震災で世
界中から支援を受けたことへの恩返しとして海外遺児支援
を行っており、イベントの参加費から運営費を除いた金額と
寄付金が、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。

森を守り街とつなぐ取組み
「W-ECOプロジェクト」

　当社は2010年から、国内最大級のインターネット総
合保険サイト「楽天の保険」を運営する楽天インシュア
ランスプランニング株式会社（以下、「楽天IP」）と共同で、

「W-ECO（ダブルエコ）プロジェクト」に取り組んでいま
す。これはエコカーをご利用のお客様が「楽天の保険」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

（継続・車両入替など）された場合に、当社と楽天IPから
自動的に国際環境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」に寄付金が贈られ
るものです。
　「森のプレゼント」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。
　間伐材ベンチの組立てには当社社員がボランティアとし
て参加し、2015年度は、東京都中野区の2つの保育園と東
京都調布市の障がいを持つ児童のためのアフタースクー
ルに寄贈しました。

W-ECOプロジェクトの流れ

お客様がウェブサイト「楽天の保険」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（継続・車両入替など）。

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ＩＰ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
ベンチにして公共施設などに寄贈。

STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4

￥1,000



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

お客様
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　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・分析し、
改善に活用させていただいています。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。

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。

 

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。

お客様の声を活かす取組み
Voice of Customer Initiatives
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受付状況
　当社では、お客様からお寄せいただいた多くの声を広
く経営資源としてとらえています。そのため、さらに多く
のお客様の声を集約できるよう、2013年より段階的に
お客様の声の登録システム構築を推進し、2016年3月に
全社で完備しました。
　これにより、2015年度（2015年4月～2016年3月）
は16,000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。当社はお客様の声を分析し、社
内で検討を重ね、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。

お客様の
声の内容

2015年
4月～6月

（第1四半期）

2015年
7月～9月

（第2四半期）

2015年
10月～12月

（第3四半期）

2016年
1月～3月

（第4四半期）

2015年度
合計

契約・
募集行為 1,871 1,897 3,004 3,264 10,036 

契約の
管理保全・

集金
824 658 1,366 1,472 4,320 

保険金 327 360 448 584 1,719 

その他 113 140 166 226 645 

合計 3,135 3,055 4,984 5,546 16,720 

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 回答数：2015年度 　8,471件
傷害保険アンケート 回答数：2015年度  10,188件

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

2015年度 自動車保険

2015年度 傷害保険

※「満足」「やや満足」「普通」の合計値

お客様の声を活かす取組み
Voice of Customer Initiatives
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インターネットでの継続手続時に見積り
結果画面に表示される3つのプランの違
いがわかりにくい。

3つの見積りプランの説明を、お客様にわか
りやすい位置に表示するよう改善しました。

わかりやすい位置に
表示しました
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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
自動車保険の継続の手続きを忘れてしま
うので、満期日までにもっと何度か継続の
お知らせをして欲しい。

従来のEメールや書面（郵送）による継続のお知らせに加え、ショー
トメッセージサービスを利用したお知らせを追加しました。

自動車保険の契約手続き時、事前に電話
でカード決済をしているのに、その後の書
類返送時にクレジットカード支払通知書
を同封しなくてはいけないのが面倒だ。

当社が取り扱う全カード加盟店と契約内容を見直し、電話でカード
決済済みのお客様には、クレジットカード支払通知書の返送が省略
できるように改善しました。

他社の自動車保険から契約を切り替える
とき、電話だけでなくインターネットから
でも手続きができるようにして欲しい。

前契約が長期契約、満期を過ぎて更新を忘れた契約、中断証明書
を利用する契約について、インターネットからもお手続きできるよ
う改善しました。

自動車保険の新規申込書を郵送で受け
取った場合に、インターネットで申込みし
ようとすると、車両情報や運転条件、補償
内容などの諸条件を入力しなければなら
ない。

お客様が条件をすべて入力しなくてもお手続きができるように、新
規申込書に新たにアクセス番号を記載しました。インターネットで
お申し込みいただく際にご入力いただければ、新規申込書の内容
が画面に反映されます。

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

新規申込書のサンプル

お見積り結果画面の表示例



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）

当社

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
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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
www.zurich.co.jp/myzurich/inquiry/common/TroubleInquiry.jsp

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。詳細はウェブサイトをご覧ください。
● 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）
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。

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、同機構のウェブサイトをご参照ください。
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、同センターのウェブサイトをご参照ください。
www.jcstad.or.jp

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。
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個人のお客様向けチャネル
ダイレクト事業本部
　ダイレクト事業本部では電話やインターネットを通じて、
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、直接提供するダイレクトビジネスを行っています。
ダイレクト販売による中間コスト削減に加え、モバイル・ス
マートフォンやタブレットなど新たなテクノロジーに積極的
に対応し、お客様によりご満足いただける保険商品・サービ
スの提供を目指しています。
　また、「お客様の声」を経営資源のひとつと位置づけ、お
客様よりお寄せいただいた声を商品やサービスおよび業
務の改善に役立てています。
　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2015年2月に長崎センターを新設しました。

【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、お客様を確実にサポート
できる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で完結でき
るネット専用商品です。

●スーパーバイク保険
一人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よく実現させ
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、瞬時にお客様の現在
位置を割り出し、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」に着目した当社の傷害保険。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
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一人ひとりの
ニーズに合わせたタイプをお選びいただけます。

●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）。

提携先企業のお客様向けチャネル
ホールセール事業本部
　ホールセール事業本部では、提携企業の会員の皆様へ、
ダイレクトメールやテレマーケティングで保険商品をご案内
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、幅広い年齢層の方
に支持されている当社の主力商品です。

●個人賠償責任保険
自転車事故に対する万が一の備えなど、日常生活における
賠償事故をお手軽な保険料で補償します。

●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し
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があります。

●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、90歳まで継続可能です。国内・海外を問わず、ケガに
よる入院などを手厚く補償します。

●医療保険
疾病やケガによる入院や手術を補償します。がん診断一時保険
金や先進医療保険金の特約などをご用意しています。

　当社では、主に自動車保険、傷害保険、医療保険、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。

多彩なビジネスと商品
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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、当社はグローバルな経験やネッ
トワークを最大限に活用し、さまざまなリスクへの対応を
必要とす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貨物海上保
険を、世界標準および日本の慣習に合わせ、Zurich Ocean 
Web(保険付保証明書発行システム)による事務効率化とと
もに、オーダーメイドでご提案します。また、国際貿易港・空
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）
・ 企業包括補償保険(Commercial Crime Insurance)
・ 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。

多彩なビジネスと商品
Diversified Businesses 
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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
　電話やインターネットなどにより、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、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
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、お客様のご意向をご契約に反映し、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、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）にお申し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

保険のしくみ
Insurance Basics
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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。

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。
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。

●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。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、より高いレベルを目
指し、全国の専任担当者を対象に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
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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
じて確認できる態勢としています。
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310社1,400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。
※2016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
る態勢としています。

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、保険金支払態勢を整備してい
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」※を実施しており、
人身傷害保険においても一定額以下では「確認書省略
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。

●保険金支払管理態勢の強化
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、保険金支払管理態勢を強化しています。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態勢を強化
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態勢を構築していき
ます。

●公正な再審査態勢「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態勢としています。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」にて審査するしくみを導入しています。
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経営全般
　当社の「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。
　「経営委員会」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。

統合リスク管理方針
　当社が内包するリスクを遅滞なく把握し、その適切な管
理を行うとともに、許容される最適なリスク範囲において
経営方針に沿った収益性を確保するため、当社の経営戦略
およびリスク特性などに応じた適切なリスク管理を行うこ
とを目的として、統合リスク管理方針を定めています。
　この方針を明確にするために、日本支店としてのリスク
選好の枠組みを設定することで、取るべきリスクを明確に
し、財務ならびに経営の健全性を維持しつつ持続可能な収
益力拡大の実現に向けた適切なリスク管理態勢の構築を
行っています。

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、「経営委員会」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。日本支店において
は、統合リスク管理委員会を設置し、統合リスクおよびリス
クガバナンス全般、保険引受リスク、財務リスクならびにオ
ペレーショナルリスクに関して網羅的に重要なリスクの把
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。
　またリスク選好の枠組みに沿って、リスク選好方針と経
営戦略・事業計画との整合性を確認し、リスクアセスメント
を担保する観点から、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経営委員会お
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・強化に努めています。

日本におけるコーポレート・ガバナンス

ガバナンス態勢
Corporate Governance
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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
結果は統合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。

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。
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）を行っています。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。

●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。

エマージングリスク
　エマージングリスクとは、現在は存在していない、または認
識していないが、外部環境の変化などにより新たに出現した
り変化したりするリスクのことをいいます。サイバーリスクな
ど世界規模で経営に大きな影響を与えかねないリスクについ
ては、グループの方針のもと適切に対処しています。また日
本支店においても、継続的にエマージングリスクの洗い出し
を行い必要に応じて対応策を講じています。

ガバナンス態勢
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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規程」およ
び「特定個人情報の安全管理に関する規程」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、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保
護法）」、「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）」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、お客様情報を取り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。

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」、「行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律（マイナンバー法）」、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、お客様の個人情報ならびに個
人番号および特定個人情報（以下、「特定個人情報等」といい
ます）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、個人情報ならびに特定個人情報等保護の強
化のため、役職員への教育・指導を徹底し、個人情報ならび
に特定個人情報等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。
※ 本方針における「個人情報」および「個人データ」とは、特段の定

めがない限り、特定個人情報等を除くものをいいます。

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。
※特定個人情報等の取得については、9.をご覧ください。
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（*）の商品やサービスのご紹介、ご提供

*「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
※特定個人情報等の利用目的については、9.をご覧ください。
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、ご本人の同意なく個人データを第
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（*）との間で共同利用する場合

*「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（**）で共同利用する場合

**「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

※ 特定個人情報等の第三者への提供については、9.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

ガバナンス態勢
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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。（(6)については、特定個人情報等を含みます。）
(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
(6)個人番号関係事務に関わる業務
5.当社グループ会社での共同利用
　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、E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

※特定個人情報等については共同利用を行いません。
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。
※ 特定個人情報等については契約内容登録制度・契約内容照会制

度および契約等情報交換制度の対象外です。
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.特定個人情報等のお取扱い
　当社は、特定個人情報等を法令で限定的に明記された目的
以外のために取得・利用しません。また、法令で限定的に明記
された場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供しません。
10.情報の安全確保
　当社はお客様の個人情報および特定個人情報等を漏洩、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、個人データならびに特定個
人情報等の取得・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。
11.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。
12. 個人情報保護法に基づく保有個人データ

および特定個人情報等に関する事項の
通知、開示、訂正、利用停止等のご請求

　お客様から、個人情報保護法に基づく保有個人データ、特
定個人情報等の通知、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14に記載の窓口にお問合わせください。
13. お客様からのご意見・ご要望・苦情･ご相談
　当社では、個人情報および特定個人情報等の取扱いに関
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および特定個人情
報等の取扱いに関し、ご意見・ご要望をお寄せいただく場合
には、下記14に記載の窓口にお問合わせください。
14.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 時から午後 5 時

（月〜金曜日／土日祝日除く）
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せ」

　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。同協会では、対
象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談を
受け付けております。
●一般社団法人 外国損害保険協会　事務局

所在地： 〒105-0001　東京都港区虎ノ門 3-20-4 
　　　  虎ノ門鈴木ビル 7F
電話番号：03-5425-7963
受付時間：午前 9 時から午後 5 時

（月〜金曜日/午後0時から午後1時及び土日祝日を除く）
ホームページアドレス：http://www.fnlia.gr.jp
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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。

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。

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。

お客様と
当社グループの間

お客様と当社グループの
お客様との間

利害
対立型

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の
お客様の利害が
対立する取引

競合
取引型

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

お客様と当社グループの
お客様とが

競合する取引

情報
利用型

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

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

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、既存の法令等遵守態勢の
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
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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。

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。

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。
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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、およそ
55,000人の従業員を有し、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。
　2015年の収入保険料は約510億USドル（6兆1,511
億円）※、事業利益は約29億USドル（3,500億円）※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。

最高経営責任者  マリオ・グレコ（Mario Greco）
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510億ＵＳドル（6兆1,511億円）※

総資産   約3,820億ＵＳドル（46兆730億円）※

主な事業内容  保険業
※ 数値は2015年実績。1ＵＳドル＝120.61（2015年12月30日）、マリオ・グレコの

就任は2016年3月7日。

代表的な経営指標
事業利益の推移

株主資本

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（2015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。2015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。

格付機関 保険財務力格付
格付見通し

（outlook）
A.M. Best A+ negative

Moody's Aa3 stable

Standard & Poor's AA− stable
※格付は2015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。

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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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。

Who we are

私たちは何者なのか

　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。

What we do

私たちは何をするのか

　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。

How we do it

いかにして達成するのか

　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。

● 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

● 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

チューリッヒ・インシュアランス・グループ概要
Zurich Insurance Group Overview

Who we are 

私たちは何者なのか

How we do it

いかにして達成するのか
What we do

私たちは何をするのか
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損益計算書 Income Statement

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日に設立したスイスのチュー
リッヒに本社を置く上場会社で、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、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います。
　ZICの業績には、スイス本店および支店（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2015年度に当期純利益1,962百万スイスフラン
を計上しました（2014年度と比べ46％減）。これは主に正味
既経過保険料が1,977百万スイスフラン減少したことによ
るものです。前年の2014年度にはZICの再保険ビジネスの
契約獲得費用の繰延（DAC）に関して新しい会計基準を適
用し、1,153百万スイスフランの一時的な利益を計上しまし
た（支払保険金が864百万スイスフラン減少したことを部分
的に相殺した結果です）。
　総収入保険料は前期に比べ1,923百万スイスフラン減少
し（9%減）、19,216百万スイスフランを計上しました。為替
の影響を除いた現地通貨でも、前期に比べ1,681百万スイ
スフラン減少しました（8%減）。元受総収入保険料は前期に
比べ11百万スイスフラン増加し、4,327百万スイスフラン
を計上しました。受再総収入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）の再保険比率を変
更したことと、グループ会社からの受再保険契約の解約に
より、前期に比べ1,934百万スイスフラン減少し（11%減）、
14,890百万スイスフランを計上しました。

　正味保険契約準備金は前期2014年度に比べ813百万スイ
スフラン減少しました。主な減少理由は、グループ内再保険契
約の解約とファーマーズ・エクスチェンジ社との比例再保険特
約（全種目）の再保険比率を変更したことによるもので、一部ア
メリカの保険事業強化のための備金強化および天津港爆発
事故、2015年12月にイギリスとアイルランドで起きた深刻な
洪水による大規模な自然災害の損失とを相殺した結果です。
　正味資産運用収益は前期に比べ150百万スイスフラン減
少し、2,857百万スイスフランを計上しました。主な減少理由
は、子会社と関連会社への投資592百万スイスフラン、債券
349百万スイスフラン、株式463百万スイスフランの正味評
価損によるもので、子会社と関連会社からの配当収益574
百万スイスフランおよび売却益等など681百万スイスフラン

（一部は他の子会社からの増分）を相殺した結果です。
　2015年12月31日現在、資本の部合計は2014年12月31
日時点の計上21,375百万スイスフランから538百万スイスフ
ラン減少し、20,837百万スイスフランとなりました。この減少
は、当期純利益の1,962百万スイスフランと2015年4月1日
開催の年次株主総会において承認された2015年度の配当金
2,500百万スイスフランの支払いを反映した最終結果です。
　グループ全体のリスクアセスメントプロセスはZICを包含
しています。このリスクプロセスは、事業活動の本質や事業
領域、ZICの特定のリスクにも対処します。
　2016年度には、特に受再保険のさらなる減少が予想され
ます。同時に、出再保険は再保険カバーを追加購入するため
増加し、正味既経過保険料が減少することが予想されます。
ZICはコスト削減を実現するために、効率性の向上をより一
層図ってまいります。

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）決算ハイライト
Zurich Insurance Company Ltd (Switzerland) Financial Statements

自2015年1月1日／至2015年12月31日
1CHF（スイスフラン）＝121.52円（2015年12月30日）

Revenues 収益 CHF '000'000 （単位百万円）
Gross written premiums and policy fees 総収入保険料 19,216 2,335,128 
Premiums ceded to reinsurers 出再保険料 -2,765 -336,003 
Net written premiums and policy fees 正味収入保険料 16,451 1,999,126 
Change in reserves for unearned premiums, gross 総未経過保険料繰入、戻入額 61 7,413 
Change in reserves for unearned premiums, ceded 出再未経過保険料繰入、戻入額 53 6,441 
Net earned premiums and policy fees 正味既経過保険料 16,565 2,012,979 
Other income その他経常収益 1,839 223,475 

Total technical income 保険引受収益 18,405 2,236,576 
Claims paid, annuities and loss adjustment expenses, gross 総保険金、年金給付金及び損害調査費 -13,447 -1,634,079 
Claims paid, annuities and loss adjustment expenses, ceded 出再保険金、年金給付金及び損害調査費 1,682 204,397 
Change in insurance reserves, gross 総保険契約準備金繰入、戻入額 -64 -7,777 
Change in insurance reserves, ceded 出再保険契約準備金繰入、戻入額 -175 -21,266 
Insurance benefits and losses, net of reinsurance 正味発生保険金及び損害調査費 -12,003 -1,458,605 
Underwriting & policy acquisition costs, gross 総営業費及び契約獲得費 -4,714 -572,845 
Underwriting & policy acquisition costs, ceded 出再営業費 309 37,550 
Underwriting & policy acquisition costs, net of reinsurance 正味営業費 -4,405 -535,296 
Administrative and other expense 一般管理費 -2,209 -268,438 

Total technical expense 保険引受費用 -18,617 -2,262,338 
Investment income 資産運用収益 4,273 519,255 
Investment expenses 資産運用費用 -1,416 -172,072 
Net investment result 正味資産運用収益 2,857 347,183 
Other financial income その他金融収益 2,903 352,773 
Other financial expense その他金融費用 -2,832 -344,145 
Operating result 経常利益 2,716 330,048 
Interest expense on debt and other interest expense 支払利息 -659 -80,082 

Net income before taxes 税引前当期利益 2,057 249,967 
Direct tax expenses 税金費用 -96 -11,666 

Net income after taxes 当期純利益 1,962 238,422 
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2015年12月31日現在 

1CHF（スイスフラン）＝121.52円（2015年12月30日）

Assets 資産の部 CHF '000'000 (単位百万円）
Investments 運用資産
Real estate 不動産 1,333 161,986 
Investments in subsidiaries and associates 関連会社投資 29,167 3,544,374 
Debt securities 債券 23,320 2,833,846 
Other loans その他の貸付金 3,783 459,710 
Mortgage loans 不動産担保貸付金 1,271 154,452 
Equity securities 株式 4,358 529,584 
Other investments その他の投資 8,559 1,040,090 
Total investments 運用資産合計 71,792 8,724,164 

Other assets その他資産
Derivative assets デリバティブ資産 461 56,021 
Deposits made under assumed reinsurance contracts 再保険預け金 3,548 431,153 
Cash and cash equivalents 現預金 4,313 524,116 
Insurance reserves, ceded 出再保険契約準備金 5,420 658,638 
　Reserves for unearned premiums 　未経過保険料準備金 1,017 123,586 
　Reserves for losses and loss adjustment expenses 　支払備金 4,147 503,943 
　Actuarial and other insurance reserves 　責任準備金その他 255 30,988 
Fixed assets 有形固定資産 134 16,284 
Deferred acquisition costs, net 繰延新契約費 1,215 147,647 
Intangible assets 無形固形資産 247 30,015 
Receivables from insurance and reinsurance business 保険契約債権 1,331 161,743 

Other receivables その他未収金 913 110,948 

Other assets その他の資産 21 2,552 

Accrued assets 未収金 555 67,444 

Total other assets その他資産合計 18,159 2,206,682 

Total assets 資産の部合計 89,950 10,930,724 

Liabilities and shareholders' equity 負債及び 資本の部 CHF '000'000 (単位百万円）
Liabilities 負債
Insurance reserves, gross 総保険契約準備金 42,491 5,163,506 
　Reserves for unearned premiums 　未経過保険料準備金 4,891 594,354 
　Reserves for losses and loss adjustment expenses 　支払備金 32,398 3,937,005 
　Actuarial and other insurance reserves 　責任準備金その他 5,201 632,026 
Provisions その他負債 751 91,262 
Senior and other debt 上位債務他 13,443 1,633,593 

Derivative liabilities デリバティブ債務 155 18,836 

Deposits received under ceded reinsurance contracts 再保険預り金 434 52,740 

Liabilities from insurance and reinsurance business 保険契約債務 624 75,828 

Other liabilities その他負債 1,250 151,900 

Accrued liabilities 未払金 1,383 168,062 

Subordinated debt 劣後債務 8,583 1,043,006 

Total liabilities 負債の部合計 69,114 8,398,733 

Shareholders' equity (before appropriation of available earnings) 資本の部(利益処分前）
Share capital 資本金 825 100,254 
Capital contribution reserve 資本準備金 5,570 676,866 
Legal reserve 法定準備金 485 58,937 
General free reserve 任意積立金 4,272 519,133 
Retained earnings: 利益剰余金
　Beginning of year 　繰越利益剰余金（期首） 10,223 1,242,299 
　Dividend paid 　配当金 -2,500 -303,800 
　Net income after taxes 　当期純利益 1,962 238,422 
Retained earnings, end of year 繰越利益剰余金 9,685 1,176,921 

Total shareholders' equity 資本の部合計 20,837 2,532,112 
(before appropriation of available earnings) (利益処分前）
Total liabilities and shareholders' equity 負債及び資本の部合計 89,950 10,930,724 

貸借対照表 Balance Sheet
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2015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, 2015

取締役員
Zurich Insurance Company Ltd Board of Directors

居住地
Residence

任期 Expiration of 
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 2016年

副会長：フレッド・キンドル Fred Kindle, Vice Chairman イギリス╱ロンドン 2016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 2016年

ラファエル・デルピーノ Rafael del Pino スペイン╱マドリッド 2016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 2016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 2016年

クリストフ･フランツ Christoph Franz スイス╱チューリッヒ 2016年

ジョアン・アンブル Joan Amble アメリカ╱コネチカット╱ダリエン 2016年

キショール・マブバニ Kishore Mahbubani シンガポール╱シンガポール 2016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
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