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スイスフラン 

スイスの金融機関 
が管理する資産

金融センタースイス
概要
スイスは、資産管理、保険業、資源取引プラットフォームを中心とする、世界でも有数の金
融センターとして知られています。インターナショナルおよびローカルの金融サービス企
業が多数存在しているため、他の分野の企業は、発展性および流動性が高い金融市場に
アクセスしやすく、最新の金融インフラストラクチャーの恩恵を受けることができます。さ
らに、事業投資分野のサービス、投資コンサルティング、リスクの見積り·評価、合併·買収
の支援サービス等、幅広い金融サービスを利用することが可能です。5.5 ％

スイスの  
雇用全体に占める割合 

 金融サービス 行など 114,893
  43,544
 金融センター関業 55,017

出典: SIF、2018年

スイスの金融センターにおける主要事業
分野雇用者の割合、2017年

54 %

26 %

20 %

銀行
UBS
Credit Suisse
Raiffeisen
Zürcher Kantonalbank
Postfi nance

保険会社 
Zurich Insurance Group
SwissRe
Swiss Life
Axa Vesicherung
Helvetia

10大企業
5大銀行 (貸借対照表合計) と5大保険会社 (総保険料)

オフィシャル・プログラム



企業のサービスセンターとしての金融セクター
• スイスは、世界をリードする金融センターのひとつとして知られて
おり、その革新力、安定性、安全性は、非常に高く評価されていま
す。金融サービス産業の国内総生産に占める割合は9.1 ％で、ス
イスにとって最も重要な経済分野のひとつに数えられます。市場
規模および多数の国際企業の存在により、投資の機会を模索して
いる国内外の企業にとって、スイスは、大変魅力的な市場です。

• スイスの金融センターは、非常に多様化しており、様々な規模、事
業分野の銀行や金融サービス業者が、多数存在しています。国際
的な大手銀行やプライベートバンクの他、数多くの州立銀行、地
方銀行、資産管理会社、ファミリーオフィス等が、あります。これら
の幅広いサービスにより、各企業のニーズに適したソリューション
を、提供しています。

• スイスは、世界で最も現代的な金融インフラストラクチャーを有
しており、企業および個人を対象とした、信頼性の高い、安全な国
内外への支払い、送金を保証しています。

• このように構築されたスイスの金融センターでは、法人および個
人を対象とした、幅広いコンサルティングサービスを行っていま
す。その分野は、プロジェクト、不動産、輸出、貿易に対する融資、
リスク見積り·評価等、多岐に渡ります。さらに、様々な資本調達方
法、リスク管理、資産管理、従業員を対象とした保険、合併買収の
支援サービス、経営者交代時のコンサルティング等のソリューシ
ョンも、提供しています。  

• 強力な金融セクターを有しているため、スイスに所在する企業
は、資金を調達し易い環境にあります。比較的低い銀行の基準
金利と金利鞘のおかげで、他国に比べ、借入コストを低く抑える
ことができます。

• さらに、株式上場を考慮している企業にとって魅力的なのは、ス
イス証券取引所（SIX）を通して、国内外の資金力豊かな投資家
に、アクセスすることができることです。医薬品、バイオテック、
医療技術関連企業にとって、スイスの証券取引所は、特に魅力
的です。SIXは、欧州で最も重要なライフサイエンス分野の証券
取引所です。

• また、ベルン証券取引所（BX）は、発行者が使用しやすいリーズ
ナブルな証券取引所として知られており、中小企業、不動産会
社、投資会社、証券会社の取引を、主に行っています。BXにおけ
る取引および清算は、完全に電子化された、最新の取引プラット
フォームにて行われます。 

スイスの金融機関統計
カテゴリー別銀行数、2016年

カテゴリー 数
州立銀行  24
大手銀行  4
地方銀行および信用金庫  62
組合銀行  1
株式銀行  43
外資系銀行  81
外資系銀行支店  26
個人銀行  6
その他の銀行  14
合計  261

出典: SIF、2018年

金融関の企業への融
国140カ国 

国  
 スイス 1

 シンガポール 2

 フィンランド 3

 日本 4

 ルクセンブルク 5

 香 6

 ドイツ 7

 オーストリア 8

 パナマ 9

 米国 10

出典： フォーラムWEF、2018年

 1 SIXスイス 405
 2 LSEロンドン 244
 3 NASDAQ OMX 143
 4 Euronext 129
 5 ドイツ 119

出典： SIX, S&P Capital IQ、2018年8月

州における主要ライフサイエンス
 (:10億ユーロ)



• 金融サービス分野の企業が集まっているため、スイスには、金
融のエキスパート（金融、経理、貿易、法務等）が数多く存在して
います。他分野の企業は、これらのエキスパートのノウハウを、
活用することができます。  

貿易センターとしてのスイス
• スイスは、過去数年間において、世界で最も重要な原材料取引市
場へと、成長してきました。スイスに存在する大手企業が、このよ
うな原材料取引事業を行っており、これらの事業は、世界の市場
をリードする存在になっています。

• スイスの中継貿易のうち、原材料取引が占める割合は、94 ％に
のぼります。これは、スイスの国内総生産の約3.7 ％に相当します
（2016年のGDP）。取引の内訳は、60 ％が燃料資源、20 ％が金属
鉱物、15 ％が農林水産物です。

• 原材料取引と金融センターは、特に密接な関係にあります。原材
料取引業者は、リスクを回避するため、金融機関を必要とします。
そのため、高度に発展している金融機関を有するスイスは、商品
取引に携わる企業にとって、とても魅力的な存在なのです。

• 貿易拠点として機能するスイスには、数多くのロジスティクス会
社が存在しており、サプライチェーン管理、国際的な物流管理に
おいて、企業をサポートしています。国際的な貨物運輸会社、監
査·認証機関、専門的なコンサルティング会社、弁護士事務所等、
数多くの企業が、物流事業に携わっています。

保険センターとしてのスイス
• 保険事業は、銀行と並び、スイスで最も重要な経済セクターのひ
とつです。約7万名の人材が携わり、実質生産高300億スイスフラ
ン（2016年）に達するスイスの保険事業は、国内の経済に大きく貢
献しています。

• 銀行と同様、スイスの保険事業は多様化しており、様々な規模、分
野の保険会社が存在します。国際的に事業を展開する大手保険
会社から、国内の事業を対象にした小規模な保険会社まで、様々
な企業が存在します。

• 多彩な保険会社が、集中的に存在しているスイスには、リスクの
見積り·評価等において、企業および個人をサポートし、リスク管
理のソリューションを提案する保険事業のエキスパートが、数多く
存在します。 

• 保険があることにより、個人および法人にとって、リスクが大きす
ぎる活動、および投資にも、着手することができるようになりま
す。保険により、リスクを受け入れることで、リスクにより制限され
ていた可能性を活用することができるようになります。

出典: swissbanking, 2018年

付加価値
CHF、2017年

合計6,300億

 金融センターによる
 効果全体  820億

 その他スイス経済  5,500億

 銀行セクターによる
 直接効果 300億

 銀行セクターによる
 間接効果  150億

 保険セクターによる
 直接効果 300億

 保険セクターによる
 間接効果  70億

 その他スイス経済  5,550億

スイスの保険事業統計
カテゴリー別スイスの保険会社数、2016年

カテゴリー 数
損害保険 120
キャプティブ  25
再保険 30
生命保険  19
医療保険（ その他の医療保険） 13
合計  207

出典: SIF、2018年



最新の動向
• 2015年3月、スイスおよびEUは、税収関連情報の自動交換制度に
関する国際基準の導入について、合意しました。スイスおよびEU
加盟28カ国は、2017年より、口座データを収集し、2018年より、そ
れらのデータを交換可能にする見通しです。スイスとEUが国際基
準に適合することで、脱税の防止に役立つことが、期待されます。

• 連邦政府は、2015年10月、大手銀行の資産基準を設定し、既存
のToo-big-to-fail措置および該当する銀行の危機対応力を、強
化することを決定しました。国際的な大手銀行の負債率は、5%
です。また、Gone-Concernの要件も、同様の数値が必要です。
つまり、損失資本の総額は、約10%に達することになります。さら
に、2019年まで、継続してスイスの緊急措置が、適用される予定
です。Too-big-to-fail措置は、2008年の経済危機の際、大手金融機
関の流動性危機を回避するため、導入されました。現在では、ス
イスの経済機関は、諸外国に比べ、高い自己資本比率を有するよ
うになるまで、回復しました。

• イギリス国民は、EUからの脱退を表明しました。この脱退により、
イギリスとEU間の交渉が、今後、課題となることが予想されます。
両者の間で、何らかの協定が締結されない限り、スイスの金融市
場における変更の必要性は、ないであろうと考えられています。

官公庁
連邦財務省
www.efd.admin.ch

国際財務問題
www.sif.admin.ch

スイス国立銀行
www.snb.ch

連邦金融監督当局
www.finma.ch

出版物、ツール
金融センタースイスにおける
www.bakbasel.ch > Publikationen 
> Berichte & Studien > Schweizer 
Finanzsektor

金融センタースイスの統計
www.sif.admin.ch

スイスの財務部門の国民経済的
重要性
www.swissbanking.org

スイスでの銀行口座開設よくある
質問
www.swissbanking.org 

協会、ネットワーク
スイス銀行協会
www.swissbanking.org

スイス荷送人協議会
www.swiss-shippers.ch

スイス貿易輸送協会 
www.stsa.swiss

S-GE資料
事業展開ハンドブック
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

2018年9月

問合せ先、追加情報体験者の声

「外国の企業がスイスに駐在する利点はたくさん
あります。世界をリードする金融市場は安定してお
り、安全で、流動性が高く、企業に友好的な枠組み
を提供しています。当社の外国人顧客の多くは、多
面的な資金繰りの可能性を高く評価しています。差
別無く資金や専門知識が調達できます。世界最高
レベルの専門家、そして、金融取引を扱う経験豊富

な銀行が何といっても頼りになります。」

FELIX W. EGLI 法学修士 
Vischer社弁護士、パートナー 
www.vischer.com

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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