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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2019年度に当期純利益3,700百万スイスフランを計上しました（2018
年と比べ11％増）。これは正味保険引受利益が6百万スイスフラン減少したこと
により一部相殺されましたが、主に正味資産運用利益が1,000百万スイスフラン
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186百万スイスフラン増加し（1％増）、14,300
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278百万ス
イスフラン増加しました（2％増）。元受収入保険料は、主にカナダ、日本、スイス
の業績の躍進により、前期に比べ261百万スイスフラン増の4,400百万スイス
フランを計上しました。受再収入保険料は前期に比べ75百万スイスフラン減の
9,900百万スイスフランを計上しました。これは追加の再保険契約により一部相
殺されましたが、主にチューリッヒ・アメリカン・インシュアランス・カンパニーとの
グループ内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、2018年に終了したチューリッヒ・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）と過去に
組成したチューリッヒ・インシュアランスplcとの再保険契約停止により前期比で
2,300百万スイスフラン減少しました。
　正味資産運用利益は、2019年、株式証券市場が総じて好調であったため、前期
に比べ1,000百万スイスフラン増加し、4,800百万スイスフランを計上しました。
一部、子会社および関連会社への投資に対する資産運用利益の減少により相殺
されています。
　2019年12月31日現在、資本の部合計は2018年12月31日時点の25,000
百万スイスフランから964百万スイスフラン増加し、25,900百万スイスフランと
なりました。これは、2019年4月3日の年次株主総会の承認にもとづき実施され
たチューリッヒ・インシュアランス・グループへの2,800百万スイスフランの配当

金の支払いにより一部相殺されましたが、2019年の当期純利益が3,700百万ス
イスフランに増加したことによるものです。
　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。
　2019年は事業とオペレーションをシンプルにして、イノベーションやお客さま中
心の体制をさらに一層強化しました。また、買収を通じて事業の強化を図りました。
　2018年9月27日、グループはPTダナモン銀行インドネシア（ダナモン銀行）
および少数株主より損害保険を扱うPT Asuransi Adira Dinamika （Adira保
険）の株式を80％取得する契約を交わしました。この子会社への投資の簿価は業
績によって今後増加が見込まれる支払いを含め、2019年12月31日時点で467
百万スイスフランでした。この契約には20年間のディストリビューション契約も含
まれています。また、本買収は2019年11月27日に完了しました。
　2019年2月1日、ZICはQBEインシュアランス・グループ・リミテッド（QBE 
Insurance Group Limited）の買収プロセスの最終手続きとしてZLS 
Aseguradora de Colombia S.A.を19百万スイスフランにて取得しました。
　2017年12月11日、グループはオーストラリア・ニュージーランド銀行（ANZ）
バンキング・グループ・リミテッドより、オーストラリアの生命保険および消費者信
用保険を展開するOnePath（OnePath LifeとOnePath General Insurance）
の株式を100％取得しました。買収効果による収益確保を企図しOnePathとZIC
は2018年5月1日付けでOnePathの死亡保険、後遺障害保険、重大疾病保険の
既存契約について比例再保険契約を締結し、703百万スイスフランの再保険手
数料（アップフロントフィー）を計上しました。また、2019年5月31日、価格調整を
行い1,400百万USドルでOnePathの取得が完了しました。チューリッヒグルー
プはOnePathを孫会社として扱っています。
　2020年、当社は、事業の成長と損害保険の主要市場での価格設定の上昇によ
り、業績のさらなる改善をはかってまいります。
※  ファーマーズ・エクスチェンジ社（The Farmers Exchange）は、保険契約者が所有していま

す。また、ファーマーズ･グループ（Farmers Group, Inc.,）はチューリッヒ･インシュアラン
ス・グループの完全子会社で、保険請求を伴わないサービスやその付随サービスを、ファー
マーズ･エクスチェンジ社に代理人として提供し、その代価を受領しています。

自2019年1月1日／至2019年12月31日
1 CHF （スイスフラン）= 112.40円（2019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 14,286 1,605,746 
Premiums ceded to reinsurers 出再保険料 -3,839 -431,504 
Net written premiums and policy fees 正味収入保険料 10,448 1,174,355 
Change in reserves for unearned premiums, gross 総未経過保険料繰入、戻入額 -246 -27,650 
Change in reserves for unearned premiums, ceded 出再未経過保険料繰入、戻入額 82 9,217 
Net earned premiums and policy fees 正味既経過保険料 10,283 1,155,809 
Other income その他経常収益 1,117 125,551 

Total technical income 保険引受収益 11,400 1,281,360 
Claims paid, annuities and loss adjustment expenses, gross 総保険金、年金給付金及び損害調査費 -11,302 -1,270,345 
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 2,210 248,404 
Change in insurance reserves, gross 総保険契約準備金繰入、戻入額 2,044 229,746 
Change in insurance reserves, ceded 出再保険契約準備金繰入、戻入額 243 27,313 
Insurance benefits and losses, net of reinsurance 正味発生保険金及び損害調査費 -6,804 -764,770 
Underwriting & policy acquisition costs, gross 総営業費及び契約獲得費 -3,111 -349,676 
Underwriting & policy acquisition costs, ceded 出再営業費 331 37,204 
Underwriting & policy acquisition costs, net of reinsurance 正味営業費 -2,780 -312,472 
Administrative and other expense 一般管理費 -2,142 -240,761 

Total technical expense 保険引受費用 -11,727 -1,318,115 
Investment income 資産運用収益 5,165 580,546 
Investment expenses 資産運用費用 -340 -38,216 
Net investment result 正味資産運用利益 4,825 542,330 
Other financial income その他金融収益 447 50,243 
Other financial expense その他金融費用 -460 -51,704 
Operating result 経常利益 4,485 504,114 
Interest expense on debt and other interest expense 支払利息 -610 -68,564 

Net income before taxes 税引前当期利益 3,875 435,550 
Direct tax expenses 税金費用 -161 -18,096 

Net income after taxes 当期純利益 3,714 417,454 

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




