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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株
式会社で、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営業と、子会社やファーマーズ・エクスチェンジ社
からの受再保険が含まれています。
　ZICは2016年度に当期純利益 3,135百万スイスフランを計上し
ました（2015年度と比べ60％増）。これは主に正味資産運用損益が
1,177百万スイスフラン、その他正味金融損益が207百万スイスフラ
ン増加したことによるものです。
　収入保険料は前期に比べ253百万スイスフラン減少し（1%減）、
18,964百万スイスフランを計上しました。現地通貨ベースでも、前期に
比べ450百万スイスフラン減少しました（2%減）。元受収入保険料は前期
に比べ99百万スイスフラン減少し、4,227百万スイスフランを計上しま
した。受再収入保険料は、カナダの運送保険からの撤退など引受施策を
見直したことや、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）の再保険比率の変更が、2015年度におけるグループ会社からの
受再保険契約の解約により一部相殺されたことにより、前期に比べ153
百万スイスフラン減少し、14,736百万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2015年度に比べ505百万スイスフラン
減少しました。主な減少理由は、外貨建普通備金（主にイギリスポンド)
の換算価値下落、天津港爆発事故の支払いに加え、過去年度の備金の
取り崩しによるもので、北米のグループ内再保険における実質的備金
の積み増しにより一部相殺されています。
　正味資産運用損益は前期に比べ1,177百万スイスフラン増加し、
4,035百万スイスフランを計上しました。
　主な増加理由は、子会社と関連会社における投資に対する330百万
スイスフランの評価損の縮小、249百万スイスフランの配当収入の増

加と、主に2016年の南アフリカとモロッコの事業売却に伴う子会社株
式および関連会社株式売却益182百万スイスフランによるものです。
主に、シングル・インベスター・ファンドの増加、株式市場全体の景況改
善によって、株式、債券は、それぞれ176百万スイスフラン、92百万スイ
スフラン増加しました。
　2016年12月31日現在、資本の部合計は2015年12月31日時点
の計上20,837百万スイスフランから1,735百万スイスフラン増加し、
22,572百万スイスフランとなりました。この増加は、当期純利益の
3,135百万スイスフランと2016年3月31日開催の年次株主総会にお
いて承認された2016年度の配当金1,400百万スイスフランの支払い
を反映した最終結果です。
　ZICはグループ全体のリスクアセスメントプロセスに組み込まれてい
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
のリスクにも対応しています。
　ZICは、2016年12月11日にオーストラリア証券取引所（ASX）上場
の旅行保険およびアシスタンスサービス会社であるCover-Moreグ
ループと、スキーム・オブ・アレンジメントを経て同グループを買収する
ための買収実施契約（スキーム・インプリメンテーション・アグリーメン
ト：以下「スキーム」）を締結しました。この取引の結果、完全希薄化ベー
スのCover-Moreグループの資本価値は約544百万スイスフランと見
込まれたことから、当社およびその完全子会社は1株あたり1.95オー
ストラリアドルで同グループの全発行済株式を取得します。このスキー
ムにより最終的に同グループの株主に支払われる金額は、2017年6月
30日までに同グループが発表、通知および支払う中間配当、特別配当
を控除したものになります。この買収は、株主、裁判所の承認などを含
む通常の手続きを踏まえて実施されますが、2017年の上半期の完了
を見込んでいます。
　2017年度は、さまざまな課題は残るものの、経済見通しの改善が見
込まれています。 2016年11月に発表したとおり、グループ戦略に沿っ
てよりシンプルかつ効率的な組織を構築し、よりお客様に寄り添い、よ
り効率的な事業運営を図ってまいります。

自2016年1月1日／至2016年12月31日
1CHF（スイスフラン）＝114.21円（2016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 18,964 2,165,878 
Premiums ceded to reinsurers 出再保険料 -2,928 -334,407 
Net written premiums and policy fees 正味収入保険料 16,036 1,831,472 
Change in reserves for unearned premiums, gross 総未経過保険料繰入、戻入額 161 18,388 
Change in reserves for unearned premiums, ceded 出再未経過保険料繰入、戻入額 37 4,226 
Net earned premiums and policy fees 正味既経過保険料 16,233 1,853,971 
Other income その他経常収益 1,410 161,036 

Total technical income 保険引受収益 17,643 2,015,007 
Claims paid, annuities and loss adjustment expenses, gross 総保険金、年金給付金及び損害調査費 -12,668 -1,446,812 
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 1,538 175,655 
Change in insurance reserves, gross 総保険契約準備金繰入、戻入額 107 12,220 
Change in insurance reserves, ceded 出再保険契約準備金繰入、戻入額 -234 -26,725 
Insurance benefits and losses, net of reinsurance 正味発生保険金及び損害調査費 -11,257 -1,285,662 
Underwriting & policy acquisition costs, gross 総営業費及び契約獲得費 -4,611 -526,622 
Underwriting & policy acquisition costs, ceded 出再営業費 415 47,397 
Underwriting & policy acquisition costs, net of reinsurance 正味営業費 -4,197 -479,339 
Administrative and other expense 一般管理費 -2,520 -287,809 

Total technical expense 保険引受費用 -17,973 -2,052,696 
Investment income 資産運用収益 4,658 531,990 
Investment expenses 資産運用費用 -623 -71,153 
Net investment result 正味資産運用収益 4,035 460,837 
Other financial income その他金融収益 628 71,724 
Other financial expense その他金融費用 -349 -39,859 
Operating result 経常利益 3,983 454,898 
Interest expense on debt and other interest expense 支払利息 -724 -82,688 

Net income before taxes 税引前当期利益 3,259 372,210 
Direct tax expenses 税金費用 -124 -14,162 

Net income after taxes 当期純利益 3,135 358,048 

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
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