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6,136
10億スイスフラン

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
スイスは世界でも有数な金融の中心地で、資産管理、保険業務、または、商品先物取引の
プラットフォームとなっています。国際的及びローカルの金融サービス企業が密集してい
るため、他の分野の企業は発展性及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
アドバイス、リスクの見積もり及び評価、合併や買収の支援など、幅広い金融サービスが
利用できます。63.5

10億スイスフラン
金融部門の
付加価値額

  金融サービス (銀行など) 119,400
 保険 49,400
 金融に関連する通常業務  40,900

57%

出典: SIF, 2014年

20%

スイス金融機関の主要サービス分野
分野ごとの従業員数の割合 (2013年)

23%

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)
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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の中心地として世界的に認知さ

れ、そのイノベーション力、安定性、安全性が高く評価されていま
す。金融サービス産業は国内総生産の10.5%を占め、国内経済の
最重要分野のひとつとなっています。市場の規模の大きさと国際
起業が融合しているおかげで、スイスは投資の機会を模索して
いる国内外の企業にとって大変魅力的な市場となっています。

• スイスの金融センターは非常に多様化しており、様々な規模や
事業分野の銀行及び金融サービスが密集しています。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・地方銀行、さら
には、資産管理会社、ファミリーオフィスがあります。これらの幅
広いサービスは各企業の多様なニーズに即したコンサルタント
サービスを可能にしています。

• 強力な金融セクターのおかげで、スイスの企業は容易に資金調
達ができます。銀行の比較的低い基準金利と金利鞘のおかげ
で、スイスでは他国と比べて借入コストを低く抑えることができ
ます。

スイスの金融機関統計
カテゴリー別銀行数, 2013年 

分野		 数
州立銀行 24
大手銀行 2
地方銀行及び信用金庫 64
組合銀行 1
株式銀行 47
外資系銀行 93
外資系銀行の支店 27
個人銀行 11
その他の形態 14
合計		 283

出典: SIF, 2014年

• スイスには世界で最も現代的な金融インフラが整備されてお
り、法人及び個人には信頼性が高く安全な国内外との支払取引
が保証されています。

• 確立されたスイスの金融センターでは、法人及び個人向けの幅
広く細分化されたコンサルティングサービスを受けることができ
ます。その分野は、プロジェクト、不動産、輸出、貿易融資、ある
いは、リスク見積もり及び評価に渡ります。更には、様々な形の
資本調達方法、リスク回避及び保護、資産管理、個人保険、合併
買収の支援、相続計画などにも対応しています。

金融機関の起業への融資率
144 カ国比較
 

国名	 	 順位
 スイス 1

 ルクセンブルク 2

 フィンランド 3

 香港 4

 ノルウェー 5

 カタール 6

 シンガポール 7

 カナダ 8

 ニュージーランド 9

 米国 10

出典: 国際競争力レポート, 2014年

• 株式上場を考慮している企業は、スイス証券取引所 (SIX) を通
じて国内外の資金力豊富な投資家にアクセスできます。医薬
品、バイオテック、医療技術の分野の企業にとってSIXは魅力的
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
所となっています。

 1  スイス証券取引所                 350,000
 2 ロンドン証券取引所 200’000
 3 NYSE ユーロネクスト 125’000
 4 NASDAQ OMX 100’000
 5 ドイツ証券取引所 45’000

出典: STOXX, 2012年５月
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ライフサイエンス分野の主な欧州証券取引所
取引額 (単位: 100万ユーロ)

• ベルン証券取引所 (BX) はリーズナブルで発行者が使いやすい
オルタナティブな証券取引所として、中小企業、不動産、投資・証
券会社の取引を目的としています。BXには貿易や清算に必要な
現代的かつ完全電子化された取引プラットフォームがあります。



• 金融サービス分野の企業が集中しているため、スイスには数多く
の専門家 (金融、会計、貿易、法務など) がおり、他の産業分野の企
業がノウハウを利用することが可能です。 

貿易センターとしてのスイス
• スイスは過去数年間、世界で最も重要な商品取引市場としての

地位を確立してきました。大手の商品取引企業1社の売上高はス
イス最大で、世界の市場をリードしています。

• スイスの中継貿易のうち資源が94%を占めています。これは2011
年のスイスの国内総生産の約3.5%に相当します。そのうち、60%が
燃料資源、20%が金属鉱物、15%が農林水産物です。

• スイスでは商品取引企業と金融機関は密接な関係にありま
す。商品取引業者はリスク回避を金融機関に頼らなければなり
ません。高度に発達した金融機関はこうした企業にとって特に魅
力的です。

• 貿易拠点としてのスイスには数多くの物流企業があり、サプライ
チェーン管理、国際物流関連などの分野をサポートしています。
国際貨物会社、検査・認証機関、特別コンサルティング会社、法
律会社も物流企業の恩恵を受けています。

保険センターとしてのスイス
• 保険会社は銀行と並んで最も重要なスイスの経済セクターの１

つです。約5万の従業員が保険会社で働き、スイスの保険セクタ
ーの付加価値は283億スイスフランと世界平均を大きく上回り、国
内経済に大きく貢献しています。

• 銀行と同様に、スイスの保険サービス分野は多様化しており、様々
な会社規模や業務分野があります。国際的な大手保険会社から国
内を拠点とした中小規模の保険会社があります。

 金融機関
 銀行

出典: BAK Basel, 2014年

金融センター、スイスの付加価値推移
金融部門と全体経済の実質粗付加価値 (1993年– 2013年)
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スイスの保険産業統計
カテゴリー別スイスの保険会社数, 2013年
 

分野		 数
生命保険 26
損害保険 116
再保険 21
キャプティブ 39
医療保険 57
合計		 259

出典: SIF, 2014年

• 保険会社が集中しているため、スイスには大きなノウハウがあ
り、数多くの専門家がいます。法人及び個人のリスクの見積もり
と評価をサポートし、リスク移転及び回避のための解決策を提
供します。

• 個人及び法人が大きな危険を冒さない限り、保険会社はその活
動や投資を許可します。新しいリスクに対応するために企業の
業務活動や投資の限度を引き上げます。



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。治安の良さも重要です。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。」

DR. FELIX W. EGLI, 法学修士 
弁護士 & パートナー, Vischer 
www.vischer.com

最新の動向
• 2015年3月、スイスとEUは世界基準の税金の自動情報交換制

度の導入に合意しました。スイスとEU加盟28カ国は2017年に口
座情報のデータ収集を予定し、2018年から相互情報交換を可
能にします。その後、必要な法律が整備される予定です。スイス
とEUが国際基準に適合することで、租税回避の防止に役立つ
ことが期待されます。

官公庁、規制機関
連邦財務省
www.efd.admin.ch

国際財務問題
に関する事務局
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
国民経済の重要性
www.bakbasel.ch
> Publikationen > Berichte & Studien 
> Schweizer Finanzsektor

金融センタースイスの統計
www.efd.admin.ch
> Documentation > Publications > 
Brochures

貿易会社便覧
www.kpmg.com
> Research > Search: Commodity 
Trading Companies

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

スイスでの銀行口座開設
よくある質問
www.swissbanking.org
> Financial Center > FAQ > Opening 
a bank account

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.stsaswiss.ch

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

問合せ先、追加情報

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


