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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2018年度に当期純利益3,358百万スイスフランを計上しました（2017
年度と比べ150％増）。これは主に正味保険引受利益が1,372百万スイスフラン、
また正味資産運用利益が583百万スイスフラン増加したことによるものです。
　総収入保険料は前期に比べ4,648百万スイスフラン減少し（25%減）、14,101
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4,804百万
スイスフラン減少しました（26%減）。元受収入保険料は、主に日本とイタリアの
業績の躍進により、前期に比べ92百万スイスフラン増の4,168百万スイスフラン
を計上しました。受再収入保険料は前期に比べ4,740百万スイスフラン減少し、
9,933百万スイスフランを計上しました。これはグループの間接子会社である
チューリッヒ・アメリカン・インシュアランス・カンパニーとのホール・アカウント比
例再保険契約（WAQS)を2018年1月1日付けで終了したことや、ファーマーズ・
エクスチェンジ社との2017年12月31日付のオール・ライン比例再保険契約の
非更改によるものです。
　正味保険契約準備金は、チューリッヒ・アメリカン・インシュアランス・カンパニー
とのホール・アカウント比例再保険契約（WAQS)を終了したことや、ファーマー
ズ・エクスチェンジ社とのオール・ライン比例再保険契約の非更改の影響を反映
し、前期2017年度に比べ3,780百万スイスフラン減少しました。これは、オースト
ラリア・ニュージーランド銀行バンキング・グループ・リミテッドのワンパス・ライフ
社と新たに締結した再保険特約やグループ内の再保険特約により一部相殺され
ています。
　さらに、2018年度は外国為替レートの追い風により、一般管理費が767百万ス
イスフラン減少し事業費削減目標に対して進展がみられました。
　正味資産運用利益は、前期に比べ583百万スイスフラン増加し、3,808百万ス
イスフランを計上しました。主な増加理由は、子会社や関連会社への投資からの
1,445百万スイスフランの収入増と、子会社や関連会社における投資に対する

447百万スイスフランの評価損の減少です。なお、債券評価替えに伴うファンド
評価損ならびに2018年株式市場の不況により一部相殺されています。
　2018年12月31日現在、資本の部合計は2017年12月31日時点の計上
21,616百万スイスフランから 3,358百万スイスフラン増加し、24,974百万ス
イスフランとなりました。
　2018年は、グループへの配当金の支払いがなく、この増加は純粋に当期純利
益を反映した結果です。
　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。
　昨年同様、2018年度も重要な買収を通じて、お客さま第一主義の体制を強化
しました。
　2018年3月12日、グループはラテンアメリカの旅行保険大手トラベル・エース
社およびユニバーサル・アシスタンス社を、約81百万スイスフランで買収したこ
とを発表しました。この取引はアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシ
コなどラテンアメリカ全域で事業を展開する19の法人を包含するものです。う
ち、14社は、当社の子会社や関連会社への直接投資です。簿価は2018年12月
31日付けで101百万スイスフランとなります。
　2018年2月24日、グループは決算整理や当局による認可を条件に、オースト
ラリアの保険会社QBEインシュアランス・グループ・リミテッドと、ラテンアメリカ
のアルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エクアドルおよびメキシコの事業を買収
する契約を締結しました。2018年7月2日、アルゼンチンとブラジルの買収が完
了し、アルゼンチンの2法人は当社が221百万スイスフランにて直接買収しまし
た。メキシコとエクアドルの事業は、2018年8月31日と10月1日にそれぞれ33
百万スイスフランと53百万スイスフランにて買収が完了しました。コロンビアの
事業の買収は2019年2月1日に、35百万スイスフランで完了しました。
　2018年9月27日、グループはダナモン銀行と少数株主より、PT Asuransi 
Adira Dinamikaの80％の株式を、業績の変動による増加を見込んだ、約414
百万米ドル（407百万スイスフラン）で買収する契約を締結しました。この取引に
はダナモン銀行とPT Adira Dinamika Multi Finance TbKPT社との2つそれ
ぞれ別々の長期的戦略協力契約が含まれています。また当局の認可を条件に、
2019年の上半期に完了する予定となっています。
　2019年、当社は引受収益の一層の強化と事業費削減を遂行してまいります。

自2018年1月1日／至2018年12月31日
1 CHF （スイスフラン）= 112.55円（2018年12月28日）

Revenues 収益 CHF '000'000 (単位百万円）
Gross written premiums and policy fees 総収入保険料 14,101 1,587,068 
Premiums ceded to reinsurers 出再保険料 -3,484 -392,124 
Net written premiums and policy fees 正味収入保険料 10,616 1,194,831 
Change in reserves for unearned premiums, gross 総未経過保険料繰入、戻入額 29 3,264 
Change in reserves for unearned premiums, ceded 出再未経過保険料繰入、戻入額 108 12,155 
Net earned premiums and policy fees 正味既経過保険料 10,754 1,210,363 
Other income その他経常収益 1,069 120,316 

Total technical income 保険引受収益 11,823 1,330,679 
Claims paid, annuities and loss adjustment expenses, gross 総保険金、年金給付金及び損害調査費 -12,233 -1,376,824 
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 1,983 223,187 
Change in insurance reserves, gross 総保険契約準備金繰入、戻入額 2,676 301,184 
Change in insurance reserves, ceded 出再保険契約準備金繰入、戻入額 473 53,236 
Insurance benefits and losses, net of reinsurance 正味発生保険金及び損害調査費 -7,101 -799,218 
Underwriting & policy acquisition costs, gross 総営業費及び契約獲得費 -3,147 -354,195 
Underwriting & policy acquisition costs, ceded 出再営業費 572 64,379 
Underwriting & policy acquisition costs, net of reinsurance 正味営業費 -2,575 -289,816 
Administrative and other expense 一般管理費 -1,873 -210,806 

Total technical expense 保険引受費用 -11,550 -1,299,953 
Investment income 資産運用収益 4,848 545,642 
Investment expenses 資産運用費用 -1,040 -117,052 
Net investment result 正味資産運用利益 3,808 428,590 
Other financial income その他金融収益 221 24,874 
Other financial expense その他金融費用 -278 -31,289 
Operating result 経常利益 4,025 453,014 
Interest expense on debt and other interest expense 支払利息 -565 -63,591 

Net income before taxes 税引前当期利益 3,459 389,310 
Direct tax expenses 税金費用 -101 -11,368 

Net income after taxes 当期純利益 3,358 377,943 

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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