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スイス・リー・グループ、2017年の通期決算を発表―自然災害による損

害 47億米ドルを計上したものの 3億3100万米ドルの純利益を計上 

• 2017年は自然災害により史上最大規模の損害が生じたものの、グ

ループは純利益3億3100万米ドルを計上

• 2017年の自然災害によるスイス・リーに対する保険請求額は推定累

計額で47億米ドル

• 損害再保険事業は4億1300万米ドルの純損失を計上、自然災害に

よる保険金支払推定額は37億米ドル

• 生命・医療再保険事業は好調で純利益11億米ドルを計上し、株主資

本利益率は15.3％

• コーポレート・ソリューションズは7億4100万米ドルの純損失を計上、

自然災害による保険金推定額は10億米ドル

• ライフ・キャピタルの純利益は1億6100万米ドル、総キャッシュフロー

も好調の9億9800万米ドル

• 投資の業績は非常に好調で投資収益率は3.9％、直接利回りは

2.9％

• 2018年1月の契約更改で保険料ボリュームは8％増、保険料率は

2％上昇

• 取締役会は1株当たり5.00スイス・フランへ増配を提起予定。2017
年の自社株買いが完了し、スイス・リーは新規に自己株式の公開買

付を実施するための承認を求める

チューリッヒ、2018年2月23日 – スイス・リーの2017年通期純利益は、3
億3100万米ドルへ減少しました。今期決算には、オーストラリアにおけるサ

イクロン「デビー」、大西洋のハリケーン「ハービー」「イルマ」「マリア」、メキシ

コで複数発生した地震、カリフォルニアの山火事など、大規模な自然災害に

起因する保険金請求額の推定47億米ドル（再々保険分を控除した税前の

数値）が含まれています。損害再保険事業とコーポレート・ソリューションズ

の両事業部の業績は、これらの保険事故による影響を大きく受けました。

2017年の通期で損害再保険事業は4億1300万米ドルの純損失、コーポレ

ート・ソリューションズは7億4100万米ドルの純損失を計上しています。生

命・医療再保険事業は純利益を11億米ドルに伸ばしました。その原動力に

は、堅調な引受実績と好調な投資収益がありました。ライフ・キャピタルの総

キャッシュフローは9億9800万米ドルでした。また、スイス・リーの2017年
の投資業績はとても好調で、投資収益率は3.9％でした。2017年は大規模

な損失があったものの、スイス・リー・グループのソルベンシー比率は非常
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に強い状態が続いており、グループの経済価値水準である220％を十分に

上回っています。 

グループの最高経営責任者であるクリスチャン・ムーメンターラーは次のよ

うに述べています。「2017 年の深刻な自然災害は保険損害をもたらしまし

たが、まず何よりも人類にとっての悲劇であり、私たちは大きな被害状況に

心を深く痛めています。このような状況下において、私たち保険業界は社会

や経済の復興のために保険・再保険が持つ重要な役割を果たしています。

私は、当社のお客様である保険会社経由のものも含めて推定 47 億米ドル

にのぼる保険金をスイス・リーがお支払いすることによって、被災者の方々

や事業者のみなさんの支援を続けることができれば幸甚と存じます。2017
年は、充実した資本基盤を維持し、規律ある引受業務を追求していくという

当社の戦略アプローチが間違ってはいなかったことが実証されました。」 

2017 年に圧倒的多数を占めた自然災害 
3 月のサイクロン「デビー」以降、ハリケーン「ハービー」「イルマ」「マリア」と

メキシコの地震が 2017 年第 3 四半期中に大きな損失の原因となりまし

た。同年の第 4 四半期にはカリフォルニアの山火事によって、スイス・リー

に推定 4 億米ドルの追加の保険金支払が発生しました。自然災害による保

険金支払累計は推定 47 億米ドルにのぼり、スイス・リーの純利益は 3 億

3100 万米ドルに減少しました。この業績は、米国の税制改革からの恩恵

である 9300 万米ドルも反映しています。 

2017 年のグループの株主資本収益率（ROE）は 1.0％でした。1 株当たり

利益（EPS）は 1.02 スイス・フラン（1.03 米ドル）となりましたが、前年は

10.55 スイス・フラン（10.72 米ドル）でした。また、グループの総収入保険

料は 2.4％減の 348 億米ドルでした。損害再保険事業では、積極的なポー

トフォリオ管理と厳格な引受規律の維持を要因として総収入保険料が減少

しました。生命・医療保険事業は、アジアおよび米国において複数の大口取

引を含む新規契約を獲得したことを背景に総収入保険料を伸ばしました。 

スイス・リーの投資ポートフォリオは引き続き持続可能な投資戦略が奏功

し、もうひとつの非常に大きな貢献要因となりました。すべての資産クラスが

この成果の達成に寄与しており、収入源の分散化と投資ポートフォリオの高

い質が反映されています。グループの投資収益率（ROI）は、年率換算で

3.9％でした。収益率が前年度と比較して上昇した背景には、株式の売却

（選別的なプリンシパル・インベストメントからの資本引き揚げも含む）による

実現利益が加わったことも挙げられます。2017 年、スイス・リーは国債およ

び債券に対する投資配分を全体的に引き上げると同時に、現金および短期

投資の配分を減らし、デュレーションリスクの小さい投資からの収入を増や

しています。そのため、純投資収益は前年度と比べて若干増加しました。 

普通株主資本は 2017 年末時点において、前年度比-3.4％の 334 億米ド

ルに減少しました。この減少は主に 2016 年度の普通配当において株主に
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支払った 26 億米ドルと、自社株買いプログラムによるものです。2017 年

度末時点での普通株 1 株当たりの簿価は 106.09 米ドルまたは 103.37
スイスフラン（前年度末時点では 105.93 米ドルまたは 107.64 スイスフラ

ン）でした。  

スイス・リー・グループの最高財務責任者であるデビッド・コールは次のよう

に述べています。「2017 年の業績は、当社の多角化されたビジネスモデル

の強さを明らかに示しています。当社の場合、損害再保険事業の損失は生

命・医療再保険事業の好調な結果によって相殺されているほか、投資業績

によってさらに下支えされています。当社の資本基盤は非常に強い状態を

維持しており、引き続き将来の成長やビジネス機会に応じて投資をしていく

だけの十分な財務的柔軟性を持ち合わせています。」 

1 株当たり 5.00 スイス・フランの増配と新規自社株買いプログラムの提起 
スイス・リーの取締役会は、2017 年度について 1 株当たり 5.00 スイス・フ

ランの増配を提起する予定です。配当金の支払は、2018 年 4 月 20 日に

開催される定時株主総会での承認を経て実施されます。 

余剰資本があり、他の事業機会が当社の収益性要件に合致しない場合は

資金を株主の皆様へ還元するという方針に従い、スイス・リーは事前に承認

されたとおり、買付価格 10 億スイス・フランを上限とする自社株公開買付を

2017 年 11 月 3 日に開始しました。これは 2018 年 2 月 16 日に完了し

ています。  

スイス・リーは前述の資本管理の優先順位に従い、今後も余剰資本を株主

に対して還元し続ける予定です。取締役会は追加で、10 億スイス・フランを

上限とする公開買付による自社株買いを株主総会に提起する予定で、株主

総会の承認後、規制当局の承認を条件として取締役会の判断で開始するこ

とになります。昨年度までとは異なり、提起予定の自社株買いプログラムの

開始に当たり、取締役会および当局の承認、また資本管理の優先順位の考

慮以外にその他の前提条件はありません。 

損害再保険事業の業績は自然災害による巨額の損失が影響。お客様のた

めの革新的なソリューションに注力 
2017 年の巨大自然災害による保険金支払額は累計で 37 億米ドルにの

ぼると推定されており、損害再保険事業の業績の大幅な悪化の原因となり

ました。2017 年の純損失は 4 億 1300 万米ドル、株主資本収益率は年率

換算で-3.5％でした。 

コンバインド・レシオは、大規模な巨大自然災害が発生した影響を反映して

111.5％に上昇しました。損害再保険事業は、2017 年も引き続き過年度

引受分の保険金支払発生は良好に推移しています。 
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市場が引き続き厳しい環境にある中、スイス・リーは厳格な引受アプローチ

を守り、提供する補償に対して適正な保険料を確保しています。この前向き

なキャパシティ縮小の結果、2017 年の総収入保険料は 8.8％減の 165
億米ドルとなりました。 

一年を通じて、損害再保険事業部はフルサービスソリューションプロバイダ

ーとして、またお客様に寄り添う長期的パートナーとして差別化の強化に引

き続き取り組みました。この領域において、テクノロジーが重要な役割を演じ

ます。テクノロジーベースのソリューションの例のひとつは、機械学習に基づ

く料率設定プラットフォームです。これは、スイス・リーが開発した、リスクに

対する正確な料率設定、オンラインでの保険加入の単純化・簡素化、保険

料の支払の自動化を可能とするプラットフォームで、地震や航空機の遅延な

ど、複数のパラメトリック型の保険商品に応用することができます。  

このお客様第一主義ソリューションの別の例として、完全にホワイトラベル

化（お客様が自らのプロセスに取り込むことができるもの）されたウェブベー

スのアプリケーション「オプティ・クロップ」のリリースが挙げられます。このア

プリケーションにより、農家は作物の現在と過去の状況の評価、自分の農

地と近隣の農地との比較、インデックス保険の追跡、降水量予測の受取な

どが可能です。将来的には、農家が土壌水分の監視を行ったり、自分の農

地を対象としたパラメトリック型の保険契約を直接依頼することも可能となり

ます。このソシューションはすでに中国、アフリカ、ウクライナ、ラテンアメリカ

の一部で実用化されています。  

生命・医療再保険は再び業績好調の一年となる 
生命・医療再保険事業部は 2017 年も好調で、11 億米ドルの純利益を計

上しました。その背景には安定的な引受実績と好調な投資業績があり、株

主資本収益率は年率換算で 15.3％となりました。債券投資の通期の直接

利回りは引き続き安定し、3.3％でした。 

2017 年の総収入保険料は 4.0％増の 133 億米ドルでした。主に新規契

約の獲得と、米国およびアジアにおける複数の大口契約を含めたすべての

市場での伸びがその要因となりました。 

さらに、生命・医療再保険事業ではテクノロジーベースのソリューションが

2017 年に重要な役割を演じました。革新を引き続き推し進めるという事業

部の戦略に従い、記録解析における生命・医療の引受能力が強化されまし

た。その結果、記載事項の識別や抽出の自動化により、非デジタルデータ

や非構造化データの入力処理が簡素化されます。さらに、保険金請求に関

するお客様とのやりとりのシームレス化も目指します。 

お客様への資本提供という従来の枠を超えて、生命・医療再保険事業部

は、英国マーケットにおいて、「がん患者の就労サポートサービス」を提供

し、非常に好評を頂き、表彰対象になりました。このサービスはがんを抱え
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て生活している人々やがんを克服しつつある人々に対してリハビリのサポ

ートを提供しています。同サービスは現在、英国内のスイス・リーのクライア

ント 10 社以上、また 400 名以上の個人のお客様に届けられています。ス

イス・リーは既に AIA オーストラリアと提携を結んでおり、オーストラリア国内

においても同様のサービスを導入する予定です。 

コーポレート・ソリューションズの業績は自然災害の影響を大きく受けるも、

将来の成長に投資するだけの財務的柔軟性は維持 
コーポレート・ソリューションズは、2017 年に 7 億 4100 万米ドルの純損失

を計上しました。この業績は、当事業部最大の市場である米国、そしてカリ

ブ海地域とメキシコにおける自然災害の影響を大きく受けました。エクセス・

レイヤー1のリーダーであり大規模なネット・キャパシティ・プロバイダー2とし

て、コーポレート・ソリューションズの業績のボラティリティは大きくなる傾向

にあります。 

2017 年の株主投資収益率は-32.2％、コンバインド・レシオは 133.4％に

上昇しました。総収入保険料 3は概ね横ばいの 41 億米ドルでした。 

コーポレート・ソリューションズを通じて、スイス・リーは企業リスクの大規

模なプールにアクセスするためのプラットフォームを構築しました。第 4

四半期中に当グループはコーポレート・ソリューションズの資本基盤を強化

しており、スイス・リーの企業保険市場に対するコミットメントと、同事業部の

長期的戦略に対する自信を示しています。また、企業保険における今後の

見通しは最近の自然災害を受けて改善していることから、コーポレ ートソ・

リューションズに将来収益性の高いビジネスを引き受けるために必要な経済

的柔軟性を与えることにもなります。 

2017 年、コーポレート・ソリューションズは長期的戦略に関しても前進を続

け、元受幹事保険会社としての引受能力 4、ならびにクアラルンプールおよ

び英国マンチェスターにおける事務所の開設に投資をしました。ブラジルに

おける合弁事業であるブラデスコは、現在では大規模リスクを補償する保険

1 エクセス・レイヤー・プロバイダーは、元受保険会社によって支給される上限を超えるとき

に、保険金の請求後に第一の補償レイヤーを使い果たして支払い切れない部分を補償しま

す。 
２ネット・キャパシティ・プロバイダーとは、出再することなく保有するか、非常に限られた再保

険を購入する事業者のことを指します。 
３デリバティブ形式の保険契約の保険料も含みます。再保険事業部に内部フロンティングして

いる分は差し引きます。  
４ 元受幹事保険会社としての取引には、お客様の免責額を超えるすぐ上の部分を補償する

単独の保険会社か、共同保険会社の集団の幹事の存在が関与しています。 
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会社としてはブラジル最大手の 1 社となっており、その開始は国内の経済

指標が改善していることを考えると時宜を得ていたと考えられます。 

ライフ・キャピタルの総キャッシュフローは好調、オープンブック事業が大きく

伸びる 
ライフ・キャピタルは9億9800万米ドルの好調な総キャッシュフローを計上し

ました。基幹事業でしっかりとした業績を出したほか、予定死亡率の更新と

2016年末のソルベンシーIIの法定評価の確定が追い風となりました。

2017年は売上の実現利益と英国における投資業績が好調だった恩恵を受

け、純利益が1億6100万米ドルとなりました。予想されたとおり、前年度に

投資ポートフォリオに計上された大口の一回限りの実現利益の再現は、

2017年にはありませんでした。年率換算したROEは2.2％に低下しました。 

2017年の総収入保険料は18.3％増加して、18億米ドルとなりました。オー

プンブック事業の大幅な伸びが主な要因でした。  

2017 年 10 月、スイス・リーは MS&AD インシュアランス グループ ホール

ディングス株式会社（MS&AD）との間で、ReAssure 社（クローズドブック事

業）に対して最大 8 億ポンドの投資を、持分比率 15％を上限として、契約

成立から最大 3 年間にわたり実施することで合意しました。  2018 年 1 月

23 日、ReAssure 社がこの取引に関して規制当局の承認を得たことを受け

て、MS&AD は ReAssure 社の株式の 5％を 175 百万ポンドで取得し、さら

に 330 百万ポンドにのぼる第三者割当増資を追加で引き受けました。これ

らの 2 つの投資の結果、現在の MS&AD による ReAssure 社の合計持分

（親会社経由）は 13.2％となっています。 

12 月、スイス・リーは英国の金融サービス会社リーガル＆ジェネラル PLC
（L&G）から 110 万件の生命保険契約を 6 億 5000 万ポンドで買い取るこ

とで合意しました。これは、英国における生命保険のクローズドブックを取得

し、市場における地位をさらに強化するというスイス・リーの戦略に沿ったも

のです。 

オープンブック事業では、ライフ・キャピタルは 2017 年もテクノロジーとその

プラットフォームに対する投資を継続しており、elipsLife と iptiQ の両方の事

業部門をそれぞれのビジネスにおける成長機会と位置付けています。 

2018年 1 月の契約更改以降、損害再保険事業の見通しが改善 
スイス・リーは2018年1月1日付で、 75億米ドルから81億米ドルに増加し

た保険料で更改しました。この8％の増加は、すべての主要な事業種目およ

び地域における料率の上昇が要因でした。料率の上昇は2％でした。改善

は損失の影響を受けた財物保険の種目に最も大きく見受けられ、その他の

種目では比較的緩やかでした。リスク調整後の適正料率は103％に上昇し

ました。損失の影響を受けた米国の財物保険事業の大部分で、今年後半の

更改に向けて上昇していく見通しです。 
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スイス・リー、ソフトバンクとの協議を開始 
2018年2月7日、スイス・リーはソフトバンクとの提携および株式の一部取

得の可能性に関して予備的交渉を開始しました。スイス・リーの取締役会

は、会社および株主の最善の利益を念頭に置きながらこうした提携による

戦略的また財務的影響を慎重に精査しています。スイス・リーの資本基盤

は引き続き堅固であり、新規株式の発行は検討されていません。この取引

が合意に至るかどうかは確実なものではなく、条件、時期、または取引の形

態について確定していることは何もありません。 

イノベーションにおける境界を押し広げる 
2017 年 3 月、スイス・リー・インスティテュートが発足し、スイス・リーの研究

開発能力がひとつ屋根の下に集約されました。価値ある研究開発を通じ

て、スイス・リー・インスティテュートはスイス・リーとそのクライアントの両方

にとっての新たな機会の特定を後押しし、それ自体が重要な差別化要因と

なります。スイス・リー・インスティテュートの発足はスイス・リーの歴史にお

ける次のステップを象徴するものであり、リスクプールに投資するリスク・ナ

レッジ・カンパニーとしての地位を強化します。そして、スイス・リーは自社の

知識を活用し、クライアントと力を合わせ、補償の対象となる人々や事業の

範囲を拡大するための革新的な方法を開発していくことを目指しています。  

グループの最高経営責任者であるクリスチャン・ムーメンターラーは次のよ

うに述べています。「2017 年は業界にとって、そしてスイス・リーにとって明

らかに厳しい 1 年となりました。しかし、私たちの業界の見通しは過去 4 年

と比べると一層明るくなっていると考えています。損害保険の料率水準の調

整や金利の上昇など、市場環境の変化は当社事業にとっては有利に働くこ

とが期待されます。さらに、巨大災害は大規模なグローバル保険会社・再保

険会社の存在意義と、大きな補償ギャップの問題に取り組むうえでのその

役割について、改めて認識させてくれるものです。人口の増加や災害発生

頻度の高い地域への資産の集中など、状況の変化を理由に保険に対する

需要が拡大していることは、目に見えて明らかです。」 
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通期決算の詳細（2017/2016） 

2017年度 2016年度 

グループ連結（総額） 5 総収入保険料（百万米ドル） 34 775 35 622 

純利益（百万米ドル） 331 3 558 

株主資本利益率（年率％） 1.0 10.6 

1株当たり利益（米ドル） 1.03 10.72 

投資収益率（年率％） 3.9 3.4 

直接利回り（年率％） 2.9 2.9 

普通株主資本（百万米ドル） 33 374 34 532 

損害再保険 総収入保険料（百万米ドル） 16 544 18 149 

純利益（百万米ドル） -413 2 100 

コンバインド・レシオ（％） 111.5 93.5 

純営業利益率（％） -1.3 15.4 

投資収益率（年率％） 3.5 3.1 

株主資本利益率（年率％） -3.5 16.4 

生命・医療再保険 総収入保険料（百万米ドル） 13 313 12 801 

純利益（百万米ドル） 1 092 807 

純営業利益率（％） 13.1 10.4 

投資収益率（年率％） 4.3 3.6 

直接利回り（年率％） 3.3 3.4 

株主資本利益率（年率％） 15.3 12.8 

コーポレート・ソリュー

ションズ 

総収入保険料（百万米ドル） 4 193 4 155 

純利益（百万米ドル） -741 135 

コンバインド・レシオ（％） 133.4 101.1 

純営業利益率（％） -23.5 4.2 

投資収益率（年率％） 3.4 2.5 

株主資本利益率（年率％） -32.2 6.0 

ライフ・キャピタル 総収入保険料（百万米ドル） 1 761 1 489 

総キャッシュフロー 
（百万米ドル） 

998 721 

純利益（百万米ドル） 161 638 

純営業利益率（％） 10.9 27.0 

投資収益率（年率％） 3.4 4.0 

株主資本利益率（年率％） 2.2 10.4 

5 プリンシパル・インベストメントを含むグループ項目も反映しています。 
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以上および『2017年度スイス・リー・グループ財務概観』には、2017年の当社事業および業

績、ならびに監査前の暫定的な財務情報の更新が掲載されています。当社事業および業績

についての更新情報は、当社の 2017年度年次報告書および 2017年の監査済み財務諸

表のほか、記載が要件とされているか年次報告書にこれまで掲載してきたその他開示情報

にも掲載されます。以上および『2017年度スイス・リー・グループ財務概観』は、2018 年 3

月 15日付でスイス・リーのウェブサイト上で公開される予定の 2017年度年次報告書完全

版に代えることを意図したものではありません。 

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、様々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。 


	 2017年は自然災害により史上最大規模の損害が生じたものの、グループは純利益3億3100万米ドルを計上
	 2017年の自然災害によるスイス・リーに対する保険請求額は推定累計額で47億米ドル
	 損害再保険事業は4億1300万米ドルの純損失を計上、自然災害による保険金支払推定額は37億米ドル
	 生命・医療再保険事業は好調で純利益11億米ドルを計上し、株主資本利益率は15.3％
	 コーポレート・ソリューションズは7億4100万米ドルの純損失を計上、自然災害による保険金推定額は10億米ドル
	 ライフ・キャピタルの純利益は1億6100万米ドル、総キャッシュフローも好調の9億9800万米ドル
	 投資の業績は非常に好調で投資収益率は3.9％、直接利回りは2.9％
	 2018年1月の契約更改で保険料ボリュームは8％増、保険料率は2％上昇
	 取締役会は1株当たり5.00スイス・フランへ増配を提起予定。2017年の自社株買いが完了し、スイス・リーは新規に自己株式の公開買付を実施するための承認を求める
	チューリッヒ、2018年2月23日 – スイス・リーの2017年通期純利益は、3億3100万米ドルへ減少しました。今期決算には、オーストラリアにおけるサイクロン「デビー」、大西洋のハリケーン「ハービー」「イルマ」「マリア」、メキシコで複数発生した地震、カリフォルニアの山火事など、大規模な自然災害に起因する保険金請求額の推定47億米ドル（再々保険分を控除した税前の数値）が含まれています。損害再保険事業とコーポレート・ソリューションズの両事業部の業績は、これらの保険事故による影響を大きく受けました。2...

