
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
からの受再保険が含まれています（注1）。 
　ZICは、2020年、当期純利益は前期比36％減となる24億スイスフラン
を計上しました。この減少は、主に正味資産運用利益が14億スイスフラン
減少したことと、給付金・保険金の支払額が12億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、前期比7.09億スイスフラン、5％増の150億スイスフ
ランを計上しました。現地通貨ベースでは、収入保険料は、前期比8％、12
億スイスフランの増加となりました。元受収入保険料は、主にスイス、カナ
ダ、日本が引き続き成長したことにより、前期比3.67億スイスフラン増の
48億スイスフランを計上しました。受再収入保険料は、前期比3.42億スイ
スフラン増の102億スイスフランを計上しました。これは主に、2020年に
生保のグループ内再保険が増えたことと、2019年のグループ内再保険契
約を更改しなかったことによるマイナスの影響によるものです。
　正味保険契約準備金は、前期比で7.91億スイスフラン減少しました。
2020年は、スイスフランの対米ドル、対英ポンド通貨高により、正味保険
契約準備金のスイスフラン換算額は減少しました。現地通貨ベースでは、
正味保険契約準備金は5.77億スイスフラン増加しました。これは主に、ス
イスにおける企業向け傷害・医療保険事業の買収、新型コロナウイルス感
染症、2020年に発生した北米における大規模自然災害によるものです。
この増加は一部、2018年に終了し現在ランオフ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）を反映した正味保険契約準備金の戻入により相殺されました。
　正味資産運用利益は、前期に比べ14億スイスフラン減少し、35億スイ
スフランを計上しました。これは主に、子会社および関連会社からの収益
の減少と運用資産の評価損の増加、2020年は新型コロナウイルス感染
症の影響により、全体的に株式市場が不安定だったことによるものです。
　当期資本の部合計は、前期の259億スイスフランから 5.39億スイスフ
ラン減少し、 254億スイスフランとなりました。この減少は、当期純利益
24億スイスフランでしたが、2020年4月1日の年次株主総会の承認に基
づきチューリッヒ・インシュアランス・グループへの29億スイスフランの配
当金支払に資本の部の一部を充当したからです。
　ZICはグループ全体のリスクアセスメントプロセスに完全に組み込まれ
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。詳細については、チューリッヒ・インシュア
ランス・グループのアニュアルレポート（注2）の3ページから22ページにある
リスクレビューを参照してください。

　2020年5月29日、当局の承認を受け、当社は、CSS Versicherung AG

から企業向け傷害・医療保険事業を買収しました。
　2020年12月11日、 ファーマーズ・グループとファーマーズ・エクスチェン
ジは、MetLifeの北米の損害保険事業を39億米ドルで買収する契約を締
結しました。（チューリッヒ・インシュアランス・グループは、ファーマーズ・エ
クスチェンジに対し、持分を所有していません。チューリッヒ・インシュアラ
ンス・グループの100％子会社であるファーマーズ・グループが、事実上の
法定代理人として、ファーマーズ・エクスチェンジに対し、保険金請求サー
ビス以外のサービスと付帯サービスを提供し、その対価として手数料を
受け取っています。）本買収は、当局の承認待ちで、2021年の第2四半期に
完了を予定しています。本取引により、ファーマーズ・エクスチェンジは、更
に成長を加速するための強力な基盤となるアメリカ全土におけるプレゼ
ンスと新しい販売チャンネルを獲得できる一方、チューリッヒは、安定した
手数料ベースの収益源を増やすことができます。
　2020年12月15日、当社は、Healthinsite Proprietary Limited と Insite 

Holding Pty Limited （総称してHealthinsiteと呼ぶ）の買収を完了しまし
た。Healthinsiteは、世界各国で企業向けの革新的な医療・行動リスクマ
ネジメントソリューションを提供する会社で、プロプライエタリ・ソフトウェ
アを保有しています。2020年12月31日時点の帳簿価格は0.15億スイスフ
ランです。
　2019年末以降、新型コロナウイルス感染症が急速に拡大し、保険業界
のみならず世界経済全体にも大きな影響を及ぼしています。本感染症が
世界規模で蔓延していることと、その対応として各国政府がとっているさ
まざまな施策により、潜在的損失（例：当感染症に関連する広範囲な補償
に係る課題やそれに関連する訴訟など）がありますが、これらは従来の大
規模自然損害や不確実性をもたらす事故と比較するとモデル化が容易
ではありません。しかし、可能な範囲で、当感染症の影響を、予測値、想定
に盛り込んでいます。具体的には、保険契約準備金は、当感染症に直接関
係する保険金請求関連の活動を可能な限り正しく見積った数値および必
要に応じてお客さまへの返戻金、払戻金を反映しています。
　新型コロナウイルス感染症が長引くことで、当社の将来の業績にプラ
ス、マイナス両方の影響を及ぼす可能性がありますが、全体の業績結果
は、各国政府が行うロックダウンの期間や死亡率のレベルなどの影響を
受けると考えられます。パンデミックが始まって以降、引受けの見直しが
行われ、その後、事業中断保険の保険金請求に対する当社のエクスポー
ジャーは2020年のレベルから大きく軽減されました。さらに広い観点で
見ると、当社の損害保険事業内で継続的に料率の引き上げを行っている
ことが、今後の成長をサポートし、当社の保険引受利益の改善に寄与する
ことが期待される一方、長期にわたる低金利が資産運用利益にマイナス
の影響を及ぼす可能性があります。
（注1）ファーマーズ・エクスチェンジ(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、保険金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･エクスチェンジに代理人として提供し、その代価を
受領しています。

（注2）チューリッヒ・インシュアランス・グループのアニュアルレポートのリンク先は
以下のとおりです。

www.zurich.com/en/investor-relations/results-and-reports/other-statutory-filings

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

27
チューリッヒ保険会社

ディスクロージャー2021

https://www.zurich.com/en/investor-relations/results-and-reports/other-statutory-filings


損益計算書　INCOME STATEMENT

Revenues
Gross written premiums and policy fees
Premiums ceded to reinsurers
Net written premiums and policy fees
Change in reserves for unearned premiums, gross
Change in reserves for unearned premiums, ceded
Net earned premiums and policy fees
Other income
Total technical income
Claims paid, annuities and loss adjustment expenses, gross
Claims paid, annuities and loss adjustment expenses, ceded
Change in insurance reserves, gross
Change in insurance reserves, ceded
Insurance benefits and losses, net of reinsurance
Underwriting & policy acquisition costs, gross
Underwriting & policy acquisition costs, ceded
Underwriting & policy acquisition costs, net of reinsurance
Administrative and other expense
Total technical expense
Investment income
Investment expenses
Net investment result
Other financial income
Other financial expense
Operating result
Interest expense on debt and other interest expense
Net income before taxes
Direct tax expenses
Net income after taxes

収益
総収入保険料
出再保険料
正味収入保険料
総未経過保険料繰入、戻入額
出再未経過保険料繰入、戻入額
正味既経過保険料
その他経常収益
保険引受収益
総保険金、年金給付金及び損害調査費
出再保険金、年金給付金及び損害調査費
総保険契約準備金繰入、戻入額
出再保険契約準備金繰入、戻入額
正味発生保険金及び損害調査費
総営業費及び契約獲得費
出再営業費
正味営業費
一般管理費
保険引受費用
資産運用収益
資産運用費用
正味資産運用利益
その他金融収益
その他金融費用
経常利益
支払利息
税引前当期利益
税金費用
当期純利益

CHF '000'000
14,995
-3,804

11,192
-283

55
10,963

1,173
12,136
-9,469

1,901
-1,019

621
-7,966
-3,266

519
-2,747
-1,892

-12,604
4,297
-845

3,452
978

-966
2,996

-523
2,472

-112
2,361

（単位 :百万円）
1,756,664
-445,639

1,311,143
-33,153

6,443
1,284,315

137,417
1,421,732

-1,109,293
222,702
-119,376

72,750
-933,217
-382,612

60,801
-321,811

-221,648
-1,476,559

503,394
-98,992
404,402

114,573
-113,167

350,981
-61,269

289,595
-13,121

276,591

自2020年1月1日／至 2020年12月31日
1 CHF （スイスフラン）= 117.15円（2020年12月30日）
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