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News release

スイス再保険会社は、GE インシュアランス・ソリューションズ社買収のためのエクイティ・
ファイナンスを約１０億スイス・フラン減額；減額分は内部資金により調達
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チューリッヒ、２００６年４月２１日－スイス再保険会社は、GE インシュ
アランス・ソリューションズ社買収に要する資金の調達のうち、エクイテ
ィ・ファイナンスを４７億米ドルから３９億米ドルに減額する予定です。当
初計画からの８億米ドル（１０億スイス・フラン）の減額分は、代わりに
内部資金で充当することにしています。また、監督当局による承認手
続きは、２００６年半ばの取引クロージングの予定に向けて順調に進捗
しています。
金融サービス部門の最高責任者であるジョン・フィッツパトリック氏は、
スイス再保険会社の支援を受けて新しい投資ファンドを設立するため
に同社を退社することになりました。
スイス再保険会社のグローバル・ダイアログ・センターは、諮問委員会
を創設することに致しました。その目的は、新たに生起するトレンドを
探り、リスク環境の展開に対する戦略性のある識見をスイス再保険会
社に提供することにあります。
GE インシュアランス・ソリューションズ社買収のために必要な予想総額
は、クロージング調整後で７６億米ドルと変更はありません。スイス再
保険会社には極めて強力な資本基盤と営業キャッシュフローがありま
すので、本件取引のための内部資金調達を約８億米ドルから９億米ド
ルに引き上げ、予定していた増資については同額を減額することにし
ました。以前に発表していた通り、外部からの資金調達総額は、株式と
ハイブリッド債券部分の両方からとなる予定です。スイス再保険会社で
は、２００５年１２月に強制転換社債によって１０億スイス・フランをすで
に調達しています。
スイス再保険会社とゼネラル・エレクトリック社（GE）では、購入価額の
うちスイス再保険会社の株式で支払う部分を２４億米ドルに減額するこ
とに合意いたしました。それに加えて、５億米ドルの強制転換社債が
GE に対して発行される予定であり、その結果 GE によるスイス再保険
会社の所有権合計は１０％を下回ると見込まれます。
さらに、スイス再保険会社は市場の既存株主に対して１０億米ドル相当
の株主割当発行を実施する予定であり、新株は既存株主にディスカウ
ントなしで発行されます。スイス再保険は新株の発行を１対１７で行なう
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予定です（すなわち、既存の１７株ごとに新株を１株）。失権株は、グロ
ーバル・オファリングにより売却いたします。
２０億米ドル相当で計画しているハイブリッド債券もまた、２００６年第２
四半期に売り出される予定です。
スイス再保険会社の株式およびハイブリッド債券の発行目論見書には、
GE インシュアランス・ソリューションズ社のこれまでの財務情報とともに
買収提案を実行した場合の予想財務情報が含まれます。すべての投
資家に等しく情報を入手していただくことを担保するため、スイス再保
険会社はウェブサイト上に同様の情報を記載いたします。
GE インシュアランス・ソリューションズ社との実際の営業統合は、取引
のクロージング後に初めて開始可能ですし、現在審理中の監督当局に
よる承認と通常の契約上のクロージング条件に従うことになります。し
かし、統合計画は進められており、スイス再保険会社では年間のコスト
節減目標が２００８年までに３億米ドル以上になると確認しています。こ
れは主として、ミュンヘン、ロンドン、ニューヨーク、カンザス・シティ、チ
ューリッヒなど大規模な事務所所在地における組織合理化によって生
じるものであります。
金融サービス部門責任者ジョン・フィッツパトリック氏がスイス再保険会
社を退任します。
スイス再保険会社において８年間優れた業績を残した後、ジョン・フィッ
ツパトリック氏はスイス再保険会社の取締役会および最高経営責任者
ジャック・エイグレイン氏に対して、新しい投資ファンド設立のため退任
したい旨申し出でました。同氏はフィナンシャル・サービス部門の最高
責任者兼エグゼクティブ・コミッティ・メンバーという現在のポジションを
辞任することになります。
同氏はスイス再保険会社を去るまでの間、保険、証券化、フィナンシャ
ル・サービスなどのセクターにおける投資ファンドの設立に専念します。
スイス再保険会社は、同ファンドの大口出資者となる計画です。
ジョン・フィッツパトリック氏は１９９８年の半ばに最高財務責任者として
スイス再保険会社に入社しました。２００３年に同氏は、生命および健
康保険の最高責任者の後任となりました。同氏はその業務の一端とし
て、生命保険リスクの証券化分野の展開を監督していました。２００５年
には、同氏はフィナンシャル・サービス部門の最高責任者となり、保険
リスクの証券化をさらに発展させる戦略を担当いたしました。２００５年
１月以降、スイス再保険会社は自社の貸借対照表から１９億スイス・フ
ランの保険リンク証券を発行しています。
フィナンシャル・サービス部門最高責任者の後継者が任命されるまで、
ジャック・エイグレイン氏が暫定措置としてフィナンシャル・サービス部
門の責任者を務めます。
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スイス再保険会社のグローバル・ダイアログ・センターが諮問委員会を
設立しました。
同センターは、生起する諸リスクおよび保険業界が直面する主要課題
に関して利害関係者が対話をするために重要なプラットフォームとして
設立されました。このたび同センターの先見性を備えた役割をさらに強
化するために、スイス再保険会社は諮問委員会を創設することに致し
ました。諮問委員会の主要な機能は、新たに生起するトレンドを探り、
経済・政治・規制・社会的環境に対する戦略性のある識見をスイス再
保険会社に提供することにあります。
諮問委員会の著名なメンバーは以下の通りです。
・ジェフリー・Ｌ・ベル、ジェフリー・ベル＆カンパニー社長（ニューヨーク）、
G３０のエクゼクティブ・セクレタリー
・ビル・エモット、エコノミスト誌前編集長（ロンドン）
・ハイム・ハラリ、ワイツマン・インスティテュート・オブ・サイエンス教授、
前学長（レホボト）
・ウォルフガング・シューラー、MS マネージメント・サービシズ会長兼最
高経営責任者（ザンクトガレン）、ジョージタウン大学教授（ワシントン
DC）、ザンクトガレン大学教授
・ユルリーク・ズーター、スイス連邦工科大学教授、同大学研究所前副
理事長（チューリッヒ）
・トニー・タン・ケン・ヤム、シンガポール前副首相、シンガポール政府イ
ンベストメント・コーポレーション・プライベート・リミテッド副会長兼エ
クゼクティブ・ディレクター
・ポール・A・ボルカー、米国連邦準備制度理事会元議長、G30 評議委
員会議長
上記外部メンバーに加えてジャック・エイグレインおよびウォルター・キ
ールホルツが参加し、委員会の議長はピーター・フォルストモーザーが
務めます。
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付表
外部資金調達額の構成
（2006 年 4 月 18 日現在、1 米ドル＝１．２６８９スイス・フラン）
手法
I

強制転換社債（2005 年 12 月 8 日発行）

II
III

100 万
スイス・フラン

788

1 000

株主割当発行

1 000

1 269

GE に譲渡する株式

2 400

3 045

500

634

2 000

2 538

6 688

8 487

IV GE に発行する強制転換社債
V

100 万米ドル

ハイブリッド債券

合計

編集者への注釈
ス イ ス 再 保険 会 社 に つ い て
スイス再 保険 会社（略 称「スイス・リ ー」）は 、世界有 数の再 保険 会社で
あり、生 命・医 療再保 険では 世界最大 。当社 は世 界３０カ国以 上で７０
を 超える拠点 を展開し てい る。 １８ ６３年 にスイスの チュ ーリッヒで 創業
されて以来、スイス・リ ーは再保険 事業に従事してきた。スイス再保険
会 社は、 資本 とリスクを管 理するための 多種多様な 商品を提 案してい
る。広 範囲にわ たる損 害保 険ならびに生命・ 医療保 険と関 連サ ービス
な どの伝 統的な 再保険商 品に加え、包 括的なリス ク管理 のため に保
険をベースにしたコーポレート・ ファイナンス・ ソリュ ーションとその補完
的な サ ービス も提供 。スイス・リ ーの現 在の格 付け は以下 の通り 。（１）
スタンダード＆プアーズから「 ＡＡ（ク レジッ ト・ウォッチ・ ネガティブ）」の
長 期カウンターパ ーテ ィ ー格 付け、 保険 財務力 格付 け及 び長期 発行体
格付けと、「Ａ-1+」の短期カ ウンタ ーパーティー格付け、（２） ムーディ
ーズ から「 Ａａ ２（格 下げ方 向で見直し 中）」の保険 財務格 付け 及び長
期債務格付けと、「Ｐ-1」の短期格付け、（３）A.M. Be st か ら「Ａ+（格
下げ 方向で見 直し中）」の 財務力 格付 け。
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