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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日に設立され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。ZICは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、スイス本店および主要な支店であるカナダ、日本、香港に
おける元受損害保険事業と、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2017年度に当期純利益1,344百万スイスフランを計上しました

（2016年度と比べ57％減）。これは主に正味資産運用損益が809百万スイス
フランに減少したこと、その他正味金融損益が388百万スイスフラン減少し、
正味保険損益が349百万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215百万スイスフラン減少し（1%減）、18,748
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185百万
スイスフラン減少しました（1%減）。元受収入保険料は、主にスイス、カナダに
おける業績の不振により、前期に比べ152百万スイスフラン減の4,075百万
スイスフランを計上しました。受再収入保険料は前期に比べ63百万スイスフ
ラン減少し、14,673百万スイスフランを計上しました。これはグループ戦略
に基づく一部引受けの見直しやファーマーズ・エクスチェンジ社との2017年
12月31日付の全種目の比例再保険契約の非更改が、別のグループ会社との
再保険契約による北米の農作物保険の増収に一部相殺されたことによるもの
です。
　正味保険契約準備金は、特に第3四半期の北米のハリケーンHIM（「ハー
ビー」「イルマ」「マリア」）の影響額480百万米ドル（468百万スイスフラン）な
ど、過去の平均を超えるレベルの異常災害損害やその他天候関連の事象が発
生した影響を反映し、前期2016年度に比べ204百万スイスフラン増加しまし
た。これは、ファーマーズ・エクスチェンジ社との全種目の比例再保険契約の非
更改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809百万スイスフラン減少し、3,225百万
スイスフランを計上しました。主な減少理由は、子会社や関連会社への投資

からの847百万スイスフランの収入減と、子会社や関連会社における投資に
対する344百万スイスフランの評価損の増加です。これは、2017年に株式
市場の景況が改善したことに伴う株式の正味運用益増加により一部相殺さ
れました。
　2017年12月31日現在、資本の部合計は2016年12月31日時点の計上
22,572百万スイスフランから956百万スイスフラン減少し、21,616百万スイ
スフランとなりました。この減少は、当期純利益の1,344百万スイスフランと
2017年3月29日開催の年次株主総会において承認された2017年度の配当
金2,300百万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。
　2017年を通して、当社は、大型の企業買収により、カスタマーフォーカス（お
客様中心主義）の体制を強化してきました。2017年12月11日、オーストラリ
ア・ニュージーランド銀行(ANZ）のオーストラリアの生命保険事業と消費者信
用事業（One Path Life）の事業100%を28億5000万豪ドル（22億スイスフ
ラン）で買収する契約に合意したことを発表しました。当局の承認を条件に、本
案件は2018年末までに完了する見込みです。2017年4月13日、当社は、主に
オーストラリア、インド、北米で事業を展開し、オーストラリア証券取引所（ASX）
に上場している旅行保険およびアシスタンスサービス会社であるCover-
Moreグループの全株式の買収を完了しました。本案件と併せて、グループ
は、イギリスのレンタカー保険の販売会社であるHalo Insurance Servicesも
買収しました。本買収は、当社の貸借対照表では、Cover-Moreを完全子会社
にしているZurich Travel Solutions Ptyに表示されています。この買収の資
金は合計940百万豪ドルの3つのシニアローンにより拠出されています。
　さらに、当社はコスト削減目標に対し順調に推移しており、その効果は引き
続き、業績に反映される見込みです。
　米国の新税制「Tax Cuts and Jobs Act」が2017年12月に導入されたこ
とを受け、当社は、子会社から引き受けている社内の再保険取引の一部を見直
し、代替策や他の関連会社との同等の取引の査定を行っています。この結果、
当社の受再事業に係る収入保険料や事業利益がさらに減少する可能性があり
ます。

自2017年1月1日／至2017年12月31日
1 CHF =（スイスフラン） 115.46円（2017年12月29日）

Revenues 収益 CHF '000'000 (単位百万円）
Gross written premiums and policy fees 総収入保険料 18,748 2,164,644 
Premiums ceded to reinsurers 出再保険料 -3,181 -367,278 
Net written premiums and policy fees 正味収入保険料 15,568 1,797,481 
Change in reserves for unearned premiums, gross 総未経過保険料繰入、戻入額 536 61,887 
Change in reserves for unearned premiums, ceded 出再未経過保険料繰入、戻入額 66 7,620 
Net earned premiums and policy fees 正味既経過保険料 16,170 1,866,988 
Other income その他経常収益 1,258 145,249 

Total technical income 保険引受収益 17,427 2,012,121 
Claims paid, annuities and loss adjustment expenses, gross 総保険金、年金給付金及び損害調査費 -12,440 -1,436,322 
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 1,629 188,084 
Change in insurance reserves, gross 総保険契約準備金繰入、戻入額 -1,407 -162,452 
Change in insurance reserves, ceded 出再保険契約準備金繰入、戻入額 612 70,662 
Insurance benefits and losses, net of reinsurance 正味発生保険金及び損害調査費 -11,606 -1,340,029 
Underwriting & policy acquisition costs, gross 総営業費及び契約獲得費 -4,716 -544,509 
Underwriting & policy acquisition costs, ceded 出再営業費 436 50,341 
Underwriting & policy acquisition costs, net of reinsurance 正味営業費 -4,280 -494,169 
Administrative and other expense 一般管理費 -2,640 -304,814 

Total technical expense 保険引受費用 -18,526 -2,139,012 
Investment income 資産運用収益 4,176 482,161 
Investment expenses 資産運用費用 -951 -109,802 
Net investment result 正味資産運用収益 3,225 372,359 
Other financial income その他金融収益 274 31,636 
Other financial expense その他金融費用 -382 -44,106 
Operating result 経常利益 2,018 232,998 
Interest expense on debt and other interest expense 支払利息 -544 -62,810 

Net income before taxes 税引前当期利益 1,474 170,188 
Direct tax expenses 税金費用 -130 -15,010 

Net income after taxes 当期純利益 1,344 155,178 

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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