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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 


