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News release
スイス・リー、国際協同組合保険連合（ICMIF）に加盟

シンガポール、2019年6月26日 - スイス・リーはこの度、世界の協同組合
保険事業の統括機関本部である国際協同組合保険連合（ICMIF）の賛助会
員となったことをお知らせいたします。
この新たなパートナーシップによりスイス・リーは、ICMIFの会員団体の皆様
がその知識と専門性を活用する機会、リスクを予想し管理するための支援、
および無保険リスクを削減し社会のレジリエンス向上を実現するための連
携機会を追求していきます。
スイス・リーのアジア再保険部門CEOであるジェーン・プランケットは次のよう
に述べています。「スイス・リーは長年にわたって協同組合保険セクターの
お客様と良好な関係を構築してきました。その中にはICMIFの会員であるお
客様もいらっしゃいます。当社の目標は社会のレジリエンスの向上です。活
動をともにすることで、一層大きな力を発揮することができます。今回のパー
トナーシップを通じて協同組合保険セクターとの関係をさらに深め、無保険リ
スクの削減および保険加入者様へのサービス提供において当社の世界的
な専門性を活用していただくことでICMIF会員の皆様のお役に立てれば幸
いです。
当社は、リスクを予想し管理するための斬新な視点、知識、資本を提供でき
ると信じ、お客様と一緒にさらにスマートなソリューションを生み出すことはで
きないかと考えています。現在、自然災害から気候変動、高齢化社会、そし
てサイバー犯罪に至るまで、保険リスクの約75%は依然として付保されてい
ません。この無保険リスクを埋めるべく、一致団結して取り組むことを目指し
ています。今回のパートナーシップにより、当社とICMIF会員との距離は縮
まり、知識と専門性を共有することで、より優れた顧客中心の商品やソリュ
ーションを開発できるようになるでしょう。」
スイス・リー日本支店の代表を務める百々敦浩は次のように述べています。
「協同組合保険組織によるお客様への強いコミットメントを当社は高く評価し
ています。この姿勢は、顧客中心という当社の重要な価値観と合致していま
す。協同組合保険セクターの事業カルチャーから多くを学び、お客様のニー
ズや動機を深く理解できることを期待しています。最終目標はより良い商品
およびサービスを創出することにありますが、そのためには相互理解を深め
て双方に有益な成果を達成することが不可欠です。」
スイス・リーについて、ICMIFのショーン・ターバック事務局長は次のように述
べています。「ICMIF、理事会、そして200に及ぶ加盟団体を代表して、世界
の大手（再）保険会社であるスイス・リーがICMIFの会員になることを歓迎い
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たします。ICMIFは以前、相互共済の保険セクターを特集したスイス・リーの
シグマ調査に協力をした経緯があり、また長年にわたり、ICMIFのグローバ
ル・ミューチャル・マーケットシェアレポートでは、スイス・リーの調査誌に基づ
いた世界の保険に関する統計数字を引用しています。
スイス・リーは、従来から加盟団体の多くにとっての重要な再保険パートナ
ーでもあります。ICMIFとスイス・リーが今回新たな関係を築くことで、その連
携はますます深まり、世界中の会員がさらなる付加価値を享受できるように
なるでしょう。賛助会員は、協同組合保険に特化したテーマについて助言や
専門知識を提供してくれる、当連合にとって重要な存在です。」

スイス・リーについて
スイス・リー・グループは世界のレジリエンス向上を目指し、再保険、保険、その他保険ベース
のリスク移転で世界をリードする大手再保険会社です。自然災害および気候変動、また高齢
化社会からサイバー犯罪に至るまで、さまざまなリスクの予想と管理を行っています。スイス・
リー・グループの目標は、お客様のために新しい機会とソリューションを生み出し、社会のさら
なる繁栄と発展を可能にすることです。1863年にスイスのチューリッヒで創業したスイス・リー
は、世界約80拠点にて事業を展開しています。大きく3つの事業部門に分かれて運営を行
い、それぞれの事業部門がグループ全体の理念に寄与する独立した戦略と目標を掲げてい
ます。
ICMIFについて（参照URL：www.icmif.org）

•
•

英国に本部、米国と日本に地域事務所を構えるICMIFは、現在その価値観に共鳴する
世界66か国、197社の協同組合保険会社が加盟しており、保険料収入は2,320億米ド
ル、総資産は1.7兆米ドルを上回っています。
ICMIFは、他に類を見ないネットワークづくりの機会、市況情報と会員の知見、そして対
外関係サービスを提供しています。そしてパフォーマンス管理、法律とガバナンス、マー
ケティング、ブランド/風評、再保険、社会的および環境的パフォーマンスなどの保険関
連の主要課題で会員企業がベストプラクティスを実践できるよう、強力なリーダーシップ
を発揮しています。
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Cautionary note on forward-looking statements
Certain statements and illustrations contained herein are forward-looking. These statements
(including as to plans, objectives, targets, and trends) and illustrations provide current
expectations of future events based on certain assumptions and include any statement that
does not directly relate to a historical fact or current fact.
Forward-looking statements typically are identified by words or phrases such as “anticipate”,
“assume”, “believe”, “continue”, “estimate”, “expect”, “foresee”, “intend”, “may increase”, “may
fluctuate” and similar expressions, or by future or conditional verbs such as “will”, “should”,
“would” and “could”. These forward-looking statements involve known and unknown risks,
uncertainties and other factors, which may cause the Group’s actual results of operations,
financial condition, solvency ratios, capital or liquidity positions or prospects to be materially
different from any future results of operations, financial condition, solvency ratios, capital or
liquidity positions or prospects expressed or implied by such statements or cause Swiss Re to
not achieve its published targets. Such factors include, among others:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

the frequency, severity and development of insured claim events, particularly natural
catastrophes, man-made disasters, pandemics, acts of terrorism and acts of war;
mortality, morbidity and longevity experience;
the cyclicality of the insurance and reinsurance sectors;
instability affecting the global financial system;
deterioration in global economic conditions;
the effect of market conditions, including the global equity and credit markets, and the
level and volatility of equity prices, interest rates, credit spreads, currency values and
other market indices, on the Group’s investment assets;
changes in the Group’s investment result as a result of changes in the Group’s
investment policy or the changed composition of the Group’s investment assets, and
the impact of the timing of any such changes relative to changes in market conditions;
the Group’s ability to maintain sufficient liquidity and access to capital markets,
including sufficient liquidity to cover potential recapture of reinsurance agreements,
early calls of debt or debt-like arrangements and collateral calls due to actual or
perceived deterioration of the Group’s financial strength or otherwise;
any inability to realize amounts on sales of securities on the Group’s balance sheet
equivalent to their values recorded for accounting purposes;
changes in legislation and regulation, and the interpretations thereof by regulators
and courts, affecting us or the Group’s ceding companies, including as a result of
shifts away from multilateral approaches to regulation of global operations;
the outcome of tax audits, the ability to realise tax loss carry forwards, the ability to
realise deferred tax assets (including by reason of the mix of earnings in a jurisdiction
or deemed change of control), which could negatively impact future earnings, and the
overall impact of changes in tax regimes on business models;
failure of the Group’s hedging arrangements to be effective;
the lowering or loss of one of the financial strength or other ratings of one or more
Swiss Re companies, and developments adversely affecting the Group’s ability to
achieve improved ratings;
uncertainties in estimating reserves;
policy renewal and lapse rates;
uncertainties in estimating future claims for purposes of financial reporting,
particularly with respect to large natural catastrophes and certain large man-made
losses, as significant uncertainties may be involved in estimating losses from such
events and preliminary estimates may be subject to change as new information
becomes available;
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•
•
•
•

•
•

extraordinary events affecting the Group’s clients and other counterparties, such as
bankruptcies, liquidations and other credit-related events;
legal actions or regulatory investigations or actions, including those in respect of
industry requirements or business conduct rules of general applicability;
changes in accounting standards;
significant investments, acquisitions or dispositions, and any delays, unexpected
costs, lower-than expected benefits, or other issues experienced in connection with
any such transactions;
changing levels of competition, including from new entrants into the market; and
operational factors, including the efficacy of risk management and other internal
procedures in managing the foregoing risks and the ability to manage cybersecurity
risks.

These factors are not exhaustive. The Group operates in a continually changing environment
and new risks emerge continually. Readers are cautioned not to place undue reliance on
forward-looking statements. Swiss Re undertakes no obligation to publicly revise or update any
forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
This communication is not intended to be a recommendation to buy, sell or hold securities and
does not constitute an offer for the sale of, or the solicitation of an offer to buy, securities in any
jurisdiction, including the United States. Any such offer will only be made by means of a
prospectus or offering memorandum, and in compliance with applicable securities laws.
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