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スイス・リー・グループ、2016年第1四半期の決算を発表－純利益は12
億米ドルと好調で、保険料収入も79億米ドルに増加 

• グループの純利益は12億米ドルと好調。大型の契約やテーラーメ

イド型の取引を通して収益性の高い成長を反映 

• 損害再保険事業の純利益は5億8700万米ドル、株主資本利益率

は19.1％ 

• 生命・医療再保険事業の純利益は2億4400万米ドル、株主資本利

益率は16.1％ 

• コーポレート・ソリューションズの純利益は8000万米ドル、株主資本

利益率は13.5% 

• ライフ・キャピタルはガーディアン・ファイナンシャル・サービシズの買

収に支えられ、純利益は3億2100万米ドル、株主資本利益率は

21.2％ 

• 困難な金利水準の下、3.7％という好調な投資収益率を達成 

• 損害再保険事業のポートフォリオの料率は4月の更改においても魅

力的な水準を維持 

• モーゼス・オジェイセコバが再保険部門 CEO に就任。ジェーン・プラ

ンケットがリージョナル・プレジデント兼アジア再保険部門 CEO 及

び、グループ・エグゼクティブ・コミッティーの委員に就任 

チューリッヒ、2016年4月29日 – スイス・リー・グループ（以下、スイス・リー

またはグループ）は、堅調な引受実績と投資収益に支えられ、2016年第1
四半期の純利益が12億米ドルとなったことを発表しました。再保険事業部

の業績は、大型契約やテイラーメイド型の取引の恩恵を受けて好調でした。

コーポレート・ソリューションズは純利益8000万米ドルを達成し、収益力を

拡充するための投資として、同事業部の事業拠点を増やしました。2016年
初頭より新設されたライフ・キャピタルは、ガーディアン・ファイナンシャル・サ

ービシズ（以下、ガーディアン）の買収を背景に、3億2100万米ドルの純利

益を計上しました。グループの投資も好調で、投資収益率は3.7％でした。

スイス・リー・グループのスイス・ソルベンシー・テスト（SST）は223％で、盤

石な体制を維持しています。2016年度定時株主総会では新しい資本政策

も承認され、スイス・リーは引き続き資本管理の優先事項に重点を置いてい

きます。 

グループの最高経営責任者を務めるミシェル・M・リエスは次のように述べ

ています。「全体的に低金利と再保険料の下落が業界全体に影響を与える

状況が続き、第 1 四半期も厳しい状況でした。しかし、当社の戦略的枠組



 

 

みがこうした市場圧力を乗り切るうえで役立ちました。当社は良好な顧客関

係とテーラーメイドのリスク・ソリューションの開発を通じて差別化に成功し、

独自の再保険契約の締結に結びつきました。さらに、ガーディアン・ファイナ

ンシャル・サービシズのライフ・キャピタルへの統合についても進捗は良好

で、すでに当社の利益に大きく寄与し始めてます。」 

好調な第 1 四半期のグループ業績 
スイス・リーは 2016 年第 1 四半期の純利益が前年同期の 14 億米ドルを

下回ったものの、今期も 12 億米ドルと好調だったと発表しました。この業績

は、堅固な引受規律の維持とライフ・キャピタルの増収を反映したものです。 

第 1 四半期のグループの株主資本利益率（ROE）は年率換算で 14.6％
（前年同期 16.1％）となり、1 株当たり利益（EPS）は 3.68 スイスフラン

（3.68 米ドル）となりました。前年同期は 4.00 スイスフラン（4.21 米ドル）で

した。 

また、当期の正味営業利益率は 17.8％（前年同期 21.2％）でした。今期よ

り、スイス・リーは 3 つの事業部門の間だけでなく、業界全体との業績の比

較を容易にするために、包括的な測定基準として新たに正味営業利益率を

採用しました。 

グループ全体では、2016 年最初の 3 ヶ月の既経過保険料および手数料

収入は総額 79 億米ドルで、前年同期の 76 億米ドルより増加しました。為

替変動の影響を除いた場合の既経過保険料および手数料は、9.0％の増

加でした。これは一部の市場および保険種目における伸びを反映しており、

多くはテーラーメイド型案件の貢献によるものです。 

普通株主資本は、2015 年 12 月末時点の 324 億米ドルから、2016 年 3
月 31 日時点で 348 億米ドルに増加しました。2016 年 3 月末時点での普

通株 1 株当たりの簿価は 105.04 米ドルまたは 100.57 スイスフラン

（2015 年 12 月末時点では 95.98 米ドルまたは 96.04 スイスフラン）でし

た。2016 年 4 月末に FINMA（連邦金融市場監督機構）に提出した通り、

グループのスイスソルベンシーテスト（SST）比率は 223％で、非常に盤石

な資本基盤が再確認されました。今回スイス・リーは、EU の同業他社と比

較可能性を向上させるためグループのソルベンシーII 比率も公表しました

が、同基準では 312％と推定されます。 

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。「当社は大型契約やテーラーメイド型契約による差別化を図り、第 1 四

半期も強靭性を示すことができました。すべての事業部門が当期の強い収

益力に貢献し、我々は高い自己資本を維持しています。 
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損害再保険は純利益 5億 8700 万米ドル、株主資本利益率 19.1％ 
損害再保険事業部の第 1 四半期の業績は好調で、純利益が 5 億 8700
万米ドル（前年同期 8 億 800 万米ドル）となりました。これは引受の結果が

好調であったこと、引き続き自然災害の発生が少なかったこと、実現利益が

増加したことを反映している一方、一部は過年度の業績の悪化に相殺され

ました。第 1 四半期の投資収益は年率換算で 19.1％でした（前年同期は

22.7％）。  

当四半期の正味営業利益率は、引受成績の低下、料率に対する圧力、過

年度の業績が原因で 18.0％（前年同期は 25.4％）に減少しました。 

正味既経過保険料は 5.0％増の 40 億米ドルとなり、前年同期の 38 億米

ドルから改善しました。為替変動の影響を除いた場合、既経過保険料は

8.9％の増加となりましたが、これは主に米国と欧州における大型取引によ

るものです。当期のコンバインド・レシオは 93.3%でした（前年度 84.3%）。 

生命・医療再保険は純利益 2 億 4400 万米ドル、株主資本利益率 16.1% 
生命・医療再保険事業部が発表した第 1 四半期の純利益は 2 億 4400 万

米ドルと好調でした。前年同期は 2 億 7700 万米ドルでした。減少の主な

要因は実現投資収益の減少でした。株主資本収益率は 16.1％（前年同期

は 17.2％）でした。 

生命・医療再保険事業の第 1 四半期の正味営業利益率は、為替換算後の

収益の減少の影響はあったものの収入が増加したことから、12.1％（前年

同期は 14.5％）に留まりました。  

既経過保険料および手数料は 28 億米ドルに増加しました。為替変動の影

響を除いた場合、既経過保険料は 13.6%の増加となりましたが、これは米

国、英国、オーストラリアにおける複数の大型取引によるものです。 

コーポレート・ソリューションズは純利益 8000 万米ドル、株主資本利益率

は 13.5% 
コーポレート・ソリューションズは 2016 年第 1 四半期、8000 万米ドル（前

年同期は 1 億 6700 万米ドル）の純利益を計上しました。今年の業績はほ

とんどの保険種目の収益性が高かったことと、投資活動から生じたある程

度の利益に牽引されましたが、暖冬による影響が続いたことからデリバティ

ブ形式の保険で損害が計上されたため、部分的に相殺されました。株主資

本利益率は 13.5％（前年同期は 29.0％）でした。 

2016 年第 1 四半期の正味営業利益率は、株式の実現利益の減少とデリ

バティブ形式の保険で損害が出たことによる影響を受け、12.3％（前年同

期は 22.9％）となりました。 

正味保険料収入は 1.9％減の 8 億 6500 万米ドルとなり、為替レートの変

動が影響しました。為替変動の影響を除いた場合、正味既経過保険料は

0.6%の増加となります。 
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コンバインド・レシオは第 1 四半期に 90.4％（前年同期は 87.8％）に上昇

しましたが、これは主に過年度の良好な業績から恩恵を受けたものです。い

ずれの四半期も、大きな自然災害事象がなかったことから恩恵を受ける形

となりました。  

2016 年 3 月、コーポレート・ソリューションズは以前発表された米国の雇用

ストップロス保険の引受大手、IHC リスク・ソリューションズ（IHC）の買収を完

了しました。この買収は、自己積立型の医療保険を扱う中小規模の市場セ

グメントにおけるコーポレート・ソリューションズの力を拡張するものです。 

ライフ・キャピタルは純利益 3 億 2100 万米ドル、株主資本利益率 21.2% 
2016年1月1日に創設されたライフ・キャピタル事業部は、既存のアドミン・

リー®事業と生命・医療保険の元受事業を含む、スイス・リーの生命・医療保

険のクローズド・ブックとオープン・ブックの管理を行っています。比較情報に

ついては、適宜修正再表示しています。 

2016年第1四半期、ライフ・キャピタルは純利益3億2100万米ドル（前年同

期は2億600万米ドル）を計上しました。今年度の業績には、買収日以降の

ガーディアンの業績による貢献が含まれています。ガーディアンの投資ポー

トフォリオの正味実現利益が、当四半期の純利益の増加に寄与しました。

当期の株主資本利益率は21.2%（前年同期は12.7%）でした。 

ライフ・キャピタルの今期の正味営業利益率は、ガーディアンのポートフォリ

オを中心とした投資収益による後押しを受けて、44.9％（前年同期は

28.5％）に上昇しました。  

2016年第1四半期の総キャッシュフローは2500万米ドルのマイナス（前年

同期は5200万米ドルのプラス）でしたが、これには2016年1月以降、指標

が景気動向により敏感なソルベンシーIIに基づいて計算されていることが反

映されています。その結果、金利や信用スプレッドに大きな動きがあった場

合、当該会計期間中の総キャッシュフローに対するインパクトがより大きくな

る可能性もあります。 

正味既経過保険料および手数料収入はわずかに減少し、2 億 8400 万米

ドル（前年は 3 億 600 万米ドル）となりました。 

料率の下落は減速し、4 月の更改では魅力的なポートフォリオを維持 
4月の特約再保険の更改では、スイス・リーの更改契約ボリュームが13％
増加しました。年初からの適性料率は102％で1月の更改時期と変わらず、
これは当社の経済的リターンのハードル・レート（必要利回り）を上回ってい
ます。スイス・リーは、大型契約やテーラーメイド型契約に支えられ、魅力的
なポートフォリオを維持しています。自然災害の財物保険の料率低下が緩
やかになる一方、カジュアルティー市場は比較的安定を保っています。 

モーゼス・オジェイセコバが再保険部門CEOに就任、ジェーン・プランケット
はオジェイセコバの後任としてリージョナル・プレジデント兼アジア再保険部
門CEOに就任 

現グループCEOのミシェル・M・リエスが4年間の事業実績を残して退任し、
現在損害再保険部門CEOを務めるクリスチャン・ムメンタラーが2016年7月
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1日付でCEOの職に就く後継人事の発表に続き、スイス・リー取締役会は現
リージョナル・プレジデント兼アジア再保険部門CEOで、グループ・エグゼク
ティブ・コミティー委員でもあるモーゼス・オジェイセコバ（49歳、ナイジェリア・
英国国籍） が後任として再保険部門の新CEOに就任することを発表いたし
ます。現在カジュアルティー部門の責任者ジェーン・プランケット（46歳、米
国国籍）は、モーゼス・オジェイセコバの後任としてリージョナル・プレジデン
ト兼アジア再保険部門CEOに就任します。また この異動の一環として、プラ
ンケットはグループ・エグゼクティブ・コミティーの委員にも就任いたします。
両名とも、異動は2016年7月1日付となります。  

 

現再保険部門CEOのクリスチャン・ムメンタラーは 次のように述べています。
「モーゼス・オジェイセコバとジェーン・プランケットはいずれも素晴らしい実
績を持つとても強力なリーダーであり、私は今回の発表に高い期待を持って
います。二人は、特に高成長市場、カジュアルティー保険種目、大型契約、
技術の変化によりもたらされる新たな収益機会など、当社がさらなる成長を
見込んでいる戦略的な領域において卓越した経験を持っています。」 

 

モーゼス・オジェイセコバは2012年にリージョナル・プレジデント兼アジア再
保険部門CEOに指名され、スイス・リーに入社しました。オジェイセコバはチ
ームと共に、過去4年間にわたり地域における市場シェアとプロフィットシェア
の両方を拡大した一方で、 業務効率の改善も同時に達成しています。ま
た、再保険部門の「高成長市場イニシアティブ」でも、グローバルな立場で指
揮を執りました。オジェイセコバは個人保険種目から企業保険種目に至るま
で、生保と損保の両方で25年以上にわたりキャリアを積んでおり、 またアフ
リカ、アジア、欧州、北米に居住した経験を持ちます。 

 

ジェーン・プランケットは24年間にわたり保険・再保険業務に携わっており、
保険と再保険の経験割合はほぼ同程度です。2006年GEインシュアランス・
ソリューションズの買収がきっかけに当社に入社して以降、スイス・リーにお
いてプランケットが担う職責もますます大きくなってきています。入社当初よ
り一貫して有能さと順応性の高さを発揮しており、北米、アジア、欧州の3大
陸において実績を上げています。2008年から2012年にかけてプランケット
はアジアのカジュアルティー引受部門の最高責任者を務め、この間、保険料
収入と純利益を大幅に拡大させました。技術の変化に応じて成長・発展しつ
つある事業に注力している現在のカジュアルティー再保険部門の最高責任
者としての職務に加えて、プランケットは損害再保険の大型取引や複雑な取
引のすべてを扱う事業部門を統括しています。 
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今後の機会を捉えるための好位置につけているスイス・リー 
外部環境が困難な中、スイス・リーは今後も機会を捉えるための好位置に

つけており、引き続き保険・再保険業界に影響を与え続ける存在となりま

す。スイス・リーのシェア拡大を牽引する大型の契約とテーラーメイド型の契

約は、お客様に独自の付加価値をもたらす複合ソリューションです。スイス・

リーは、自社の財務目標達成に向けて順調に進んでいます。 

グループの最高経営責任者を務めるミシェル・M・リエスは次のように述べ

ています。「2016 年第 1 四半期も、当社はソフト市場の中で強靭性を再び

示しました。今年も 1 年を通して困難な環境の中での経営が続くと予想して

いますが、こうした状況の中でこそスイス・リーはその強みを発揮できるとこ

ろです。厳しいビジネス環境では、世界的な専門性や長期的なビジョンが不

可欠ですが、当社にはその両方があります。また、保障ギャップを埋めるこ

とは引き続き優先課題であり、基本的な保険需要に変化がないため、あら

ゆる保険種目で新しい機会を創出する必要があります。私は、スイス・リー

が引き続き持続可能な業績を上げ、今後も魅力的なビジネスチャンスを捉

えていくうえで好位置に付けていると確信しています。」 
 
リエスはさらに、次のようにも話しています。「モーゼスとジェーンが新しい役

職に就いたことをうれしく思います。スイス・リーは最高の人材の発掘と確保

に多くの投資をしており、今回の動きはそのような投資が成果を上げたこと

を示しています。当然のことながら、最大の受益者は当社のお客様であり、

皆さまには日常的に、当社組織のあらゆるレベルと分野においてスイス・リ

ーの幅広さと奥深さを実感していただければ幸いです。これは、スイス・リー

のユニークな個性が表れている部分でもあります。」 
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第 1四半期決算の詳細（2016 vs 2015） 

  2016年

1Q 
2015年

1Q 

損害再保険  既経過保険料（百万米ドル） 3 956 3 767 

 純利益（百万米ドル） 587 808 

 コンバインド・レシオ（％） 93.3 84.3 

 正味営業利益率（％） 18.0 25.4 

 投資収益率（年率％） 3.5 4.2 

 株主資本利益率（年率％） 19.1 22.7 

生命・医療再保険  既経過保険料および手数料（百万

米ドル） 
2 835 2 607 

 純利益（百万米ドル） 244 277 

 正味営業利益率（％） 12.1 14.5 

 投資収益率（年率％） 3.6 3.4 

 株主資本利益率（年率％） 16.1 17.2 

コーポレート・ソリュー

ションズ 

既経過保険料（百万米ドル） 865 882 

 純利益（百万米ドル） 80 167 

 コンバインド・レシオ（％） 90.4 87.8 

 正味営業利益率（％） 12.3 22.9 

 投資収益率（年率％） 2.2 3.4 

 株主資本利益率（年率％） 13.5 29.0 

ライフ・キャピタル 既経過保険料および手数料（百万

米ドル） 
284 306 

 総キャッシュフロー 
（百万米ドル） 

-25 52 

 純利益（百万米ドル） 321 206 

 正味営業利益率（％） 44.9 28.5 

 投資収益率（年率％） 4.6 5.2 

 株主資本利益率（年率％） 21.2 12.7 

グループ連結（総

額） 1 

既経過保険料および手数料（百万

米ドル） 
7 940 7 562 

 純利益（百万米ドル） 1 229 1 440 

 1株当たり利益（米ドル） 3.68 4.21 

 コンバインド・レシオ（％） 92.8 85.0 

 正味営業利益率（％） 17.8 21.2 

 投資収益率（年率％） 3.7 3.9 

 株主資本利益率（年率％） 14.6 16.1 

 

1 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る。 
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スイス・リーについて 
スイス・リー・グループは、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。直接、またはブローカーを通して、世界中の保険会社、中規模企業か

ら大企業、公共部門のお客様にサービスを提供しています。 あらゆる保険種目の標準商品

からテイラーメイドの商品までを携え、スイス・リーは、その資本基盤と、事業や発展に付随す

るリスクを負うことを可能にするための専門知識と革新力を展開しています。1863年にスイ

スのチューリッヒで創業されたスイス・リーは、世界約 70カ所で事業拠点を展開しています。

スタンダード＆プアーズから「AA-」、ムーディーズから「Aa3」、A.M. Best から「A+」の格付けを

取得しています。スイス・リー・グループの持株会社である Swiss Re Ltdの登録株式は、スイ

ス証券取引所のメインスタンダードに準拠して上場しており、ティッカーシンボル SRENで取引

されています。 スイス・リー・グループに関する詳細は、ウェブサイト（www.swissre.com）をご

覧いただくか、または Twitter で（@SwissRe）をフォローしていただきますようお願い致します。 

 

 

8 

http://www.swissre.com/
http://www.twitter.com/swissre
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