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とご支援に対し、
ジム・ムーニエ会長ならびに私より心から厚く
御礼申し上げます。
当セミナーには、
ミクロネシア連邦政府の方々にもご列席をい
ただいております。
キャプティブに関連する各分野の専門家の
方々のご協力を得て、
ミクロネシアの制度やグローバル保険

No v e m b e r

2019

(of AIG)

Jim Moonier

本日は、
第11回ミクロネシア連邦キャプティブ保険セミナーに
お越しいただき、
誠に有難うございます。
皆様の多大なるご理解

Conference Program

13,

Tokyo ,
Japan

マーケットの最新情報をお伝えいたします。
本年5月、
アメリカのトランプ大統領はミクロネシア連邦を含む太平洋の島しょ国の首脳
たちとホワイトハウスで会談を行い、
太平洋地域におけるアメリカの主導的役割を強調する
とともに支援体制を示しました。
7月には、
OECDグローバル・フォーラムによる法的規制体制に関するレビューにおいて、
ミ
クロネシア連邦は諸条件を
「概ね遵守している」
と結論付けられました。
これは、
ミクロネシア
連邦政府のコンプライアンスが国際スタンダードであるリクエストに応じた情報交換にいか
に対応しているかを示す重要な指標であります。
世界経済の大きなうねりの中でミクロネシアもまた新しい時代を切り拓いています。
当協会
としては今後もミクロネシア連邦のより一層の発展のために尽力していきたいと考えています。
最後にセミナー開催にご尽力頂きましたCICメンバーの方々、
スポンサーの皆様、
MRA社
スティーブン・K・ベイカー社長及び関係各位の皆様方に厚く御礼申し上げます。

(of Paciﬁc Solutions)

2019年11月13日

Eiji Tajima

藤島 安之

ミクロネシア連邦キャプティブ保険協会 理事長

(of Marsh Japan)

Kazunori Takei

(of Sapphire MCC )

Fumio Uesugi
(of Willis)

Ken Yoshizaki
(of Blue Ocean)

今年もミクロネシアキャプティブセミナーにお越しいただき
まして誠にありがとうございます。
ミクロネシア連邦の保険局
長として2度目の東京セミナー開催となりますことを大変嬉し
く思います。
この重要なセミナー開催にあたり、CIC並びにMRAその他

Partner Sponsor

関係するパートナーの方々のご尽力に厚く御礼申し上げま
す。
また、
いつも暖かく我々を迎えて下さいます日本の皆様に
深く感謝いたしております。皆様にとりましてこのセミナーが有益でありますことを心より
願っております。

For more information about CIC please contact:
Stricia Nanpei
info@fsmcaptives.fm
P.O. Box 902, Kolonia, Pohnpei, FM 96941

2019年11月13日

ナカマ サナ

ミクロネシア連邦保険局 局長

Captive Insurance Seminar 2019

Jun Bacalando

ジュン バカランド

田嶋 英治

ミクロネシア連邦司法省
司法長官補佐

Eiji Tajima, ARe,

マーシュ ブローカー ジャパン株式会社
シニア バイス プレジデント
リスク ファイナンス アドバイザリー プラクティス リーダー
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司法長官補佐

ジュン バカランド

田嶋 英治
Eiji Tajima, ARe,

マーシュ ブローカー ジャパン株式会社
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法律部門の責任者。
ミクロネシア連邦とフィリピンにて15年間弁護士

MARSHのキャプティブ・プロフェッショナルとして20年以上の実績を有

2019年前半、
ミクロネシア連邦に対しOECD Global Forumの2巡目のレビューが行われました。
2016年

保険ヘッジのファイナンス的価値〜事故後ファイナンスの観点で保険ヘッジの価値

業務に携わった後、10年前より現職。
ミクロネシア大統領、閣僚、
また

する。
リスク確率モデルを駆使した財務予測、
ポートフォリオ改善など

の前回調査以来、
ミクロネシア連邦の法的な規制体制の確立やその履行を過去3 年間にわたり分

を評価する〜

銀行局・保険局・登記局などの行政機関に法律相談を行っている。
条

のキャプティブ・アドバイザリー業務と、
キャプティブ設立・運営支援業

析した結果、
ミクロネシア連邦の全体的な評価は"Largerly Compliant"「概ね遵守」
との判定でした。

Financial Value of Insurance Hedging ‒ In terms of Pre-loss and Post-loss Funding

務に豊富な経験を持つ。
また、
リスク保有最適化など、
より汎用的なリスク・アナリティクスの

In the ﬁrst half of 2019, a second round review of the Federated States of Micronesia's compliance with

許容できる損害は自家保険とし、許容できない損害だけを保険ヘッジすることは経済合

アドバイザリー業務にも携わっている。
中央大学法学部法律学科卒業、
米国The College of

the international standard of exchange of information took place. The report analyses FSM's legal and

理的ですが、保険が他のファイナンス手法と比較して常に資金効率が高いとは限りませ

Insurance, Diploma of Risk and Insurance終了。

regulatory framework as well as its implementation in practice over the three year review period against

約・契約交渉、
また天然資源に関する法律を専門としている。
政治学士・法学士。

Nakama Sana
ナカマ サナ

ミクロネシア連邦保険局

the 2016 Terms of Reference. The report concludes that the FSM overall rating is ”Largely Compliant”.

局長

鈴木 由佳

前職はミクロネシア連邦銀行局の局長。2013年よりミクロネシア社

Yuka Suzuki

会保障局の評議員も務める。
ミクロネシア連邦政府とチューク州の
一員として勤務した経験を持つ。米国オレゴン州のオレゴン州立大

エーオンジャパン株式会社
スペシャリティ部 賠償責任スペシャリスト

2000年エーオンジャパン入社。2010年より現職にて主に日系企業の国

学にて経営学を専攻。

内外保険プログラムの統合や改善に関わるプロジェクトに数多く参画。
サイバー保険やD&O保険等のフィナンシャルラインを含む各種賠償責

David Angyal

デヴィッド アンギャル

ランプ＆ミダ法律事務所
主幹弁護士

ランプ＆ミダ法律事務所の主幹弁護士として過去10年間にわたり

任保険手配を担当。

HuReDee理事長

Yasuyuki Fujishima

コム・漁業を含むミクロネシアの国内企業への顧問業務を行う。
ミク

1947年生まれ、東京大学法学部卒業。69年、通商産業省（当時）入省。
外務省在スペイン日本国大使館一等書記官、
中部通商産業局長。
日本
銀行政策委員
（経済企画庁代表）、外務省パナマ共和国駐箚特命全権

バイス業務も行っている。

大使、双日株式会社副社長、互助会保証株式会社代表取締役社長などを歴任。2013年より

水上 恵理
Eri Mizukami

株式会社TAX LABO／水上会計事務所
公認会計士・税理士・米国公認会計士

大阪大学法学部卒業。監査法人トーマツにて監査、
および税理士法
人トーマツにてインバウンドおよびアウトバウンドの税務に携わった
後、
シュルンベルジェ株式会社（フランス系油田サービス会社日本法
人）
にてタックス・マネージャーとして勤務。
その後KPMG税理士法人およびEY税理士法人
にて日系多国籍企業向け国際税務アドバイスに従事。2011年に独立開業し、監査および
税務業務を行っている。

道城 征央
Masa Michishiro

ミクロネシア連邦保険局
局長

イービストレード取締役、2018年よりHuReDee理事長（Human Resources Development and
Employment Organization）
を兼任。

保険のファイナンス的価値を例示します。
It is economically efﬁcient to retain small losses and insure large losses, but insurance

ミクロネシアキャプティブの最新情報

is not always the most ﬁnancially efﬁcient among other ﬁnancial instruments. You can

Update on Captive Insurance, Federated States of Micronesia

compare ﬁnancial efﬁciency of pre-loss funding arrangement such as insurance and
derivatives and post-loss funding such as debt and equity by applying corporate
ﬁnance theories and methodologies. I show you the ﬁnancial efﬁciency of insurance
in terms of economic values and dissolution values of a corporation with pre-losses

2．初年度保険局長としてのコメント

and post-losses from equity owners and debtorsʼ perspectives.

Comments on ﬁrst year as Insurance Commissioner
3．2020年度以降の取り組み

鈴木 由佳

Initiatives for 2020 and beyond

Yuka Suzuki

David Angyal

ランプ＆ミダ法律事務所
主幹弁護士

デヴィッド アンギャル

デヴィッド アンギャル弁護士によるランプ＆ミダ法律事務所の紹介
Introduction of Ramp & Mida Law Firm by Attorney David C. Angyal
ランプ＆ミダ法律事務所は、
ミクロネシア連邦ポンペイ州に拠点を置き、法律に関する全般的
なサービスを提供しております。
ミクロネシア連邦が大規模法人制度を開始して以来、多くのミ
クロネシア法人設立のお手伝いをして参りました。
ミクロネシア法人のオフィサーとしての役目

エーオンジャパン株式会社
スペシャリティ部 賠償責任スペシャリスト

サイバーリスクと保険市場
Cyber Risk and Insurance Market
最近のサイバー攻撃の傾向や大企業の被害事例および急速に発展しているサイバー保
険のマーケットと今後の展望について概説します。
Outline recent trends of cyber attacks, including some major cyber incidents at large
companies and current situation/forecast of rapidly developing cyber insurance
market.

をお引き受けするなど、幅広いサービスを提供しております。
Ramp & Mida is a full-service law ﬁrm based in Pohnpei, FSM. Since the start of the FSM
Major Corporation regime, it has assisted the majority of FSM corporations with becoming
domiciled in FSM. The ﬁrm provides a wide range of corporate services to FSM companies

水中カメラマン／フォトジャーナリスト

主にミクロネシア連邦4州の水中・陸上の自然を撮るカメラマン／
フォトジャーナリスト。現在ミクロネシア連邦の環境保全のために現
地で定期的に清掃活動を行っている他、埼玉動物海洋専門学校に
おいて自然環境保全のための授業を持つ。

Nakama Sana

ナカマ サナ

Update on FSM Captive Insurance Market

キャプティブ保険会社やその他の大規模法人、
またエネルギー・テレ

ロネシア大規模法人に対しては、企業構成・ガバナンス・個々の取引や役員会に関するアド

今回は、罹災後の企業の経済価値や解散価値の変化に着目して、株主や債権者の視点で

1．
ミクロネシア連邦キャプティブ保険市場のアップデート

藤島 安之

ん。
コーポレートファイナンスの考え方を取り入れると、保険やデリバティブなどの事前ファ
イナンスとDebtやEquityなどの事後ファイナンスを財務効率性で比較することができます。

and its attorneys serve as directors and ofﬁcers for several FSM Major Corporations.

水上 恵理
Eri Mizukami

株式会社TAX LABO／水上会計事務所
公認会計士・税理士・米国公認会計士

タックスヘイブン対策税制改正の解説
タックスヘイブン対策税制（外国子会社合算税制）
は平成29年度に大幅に税制改正され、
さら
に平成31年度税制改正でも日系キャプティブに影響のある改正がされました。今回のセミナー
では、
これらの改正点についてお話いたします。

写真提供：Masa Michishiro

