Thursday, 21 June 2018
1.30PM – 5.30PM

Osaka Festival Suite
Nakanoshima Festival Tower, 37th Floor,
Nakanoshima 2-3-18
Kita-ku, Osaka, Japan.
Simultaneous Interpretation
in Japanese available

In collaboration with:

FREE ADMISSION

MANAGING AN ASIAN CAPTIVE INSURANCE COMPANY IN AN
ERA OF TRANSPARENCY AND SUBSTANCE
The concept of self-insurance vehicles such as captives have long been used by Western nations in
managing risk. In Asia, however, this concept is relatively new and is still being explored by more forwardthinking corporations.
Japanese corporations lead other nations in exploring this concept and have long been the most active
captive insurance users in the region. However, of late there has been some questions as to the usability of
this vehicle for various reasons.
Come and join us to learn that regulations should not hinder the use of this efficient risk management vehicle,
and how substance can be created in a cost-efficient manner, in a well-developed as well as accessible
jurisdiction.

Agenda
1.30PM

Registration and Welcome Coffee

2.15PM

The Growth and Acceptability of Captive Insurance in Asia
Farah Jaafar-Crossby, Chief Executive Officer, Labuan IBFC Inc.

2.30PM

Changes, Challenges and Opportunities for Japanese Captives
Takuhide Mitsui, Partner, Mitsui Company

3.15PM

A Case Study: Managing Japanese Business Risk via a Captive Insurance Company
Annie Undikai, Managing Director, Brighton Management Limited

4.00PM

Panel Discussion: Managing an Asian Captive Insurance Company in an Era of
Transparency and Substance
Moderator:
Naoyoshi Araki, Representative Director, Japan Risk Specialist Limited
Panelists:
Farah Jaafar-Crossby, Chief Executive Officer, Labuan IBFC Inc.
Takuhide Mitsui, Partner, Mitsui Company
Yon Zahimah Ibrahim, Director, Corporate Affairs Department, Labuan Financial Services Authority
Annie Undikai, Managing Director, Brighton Management Limited

4.45PM

Ends with Networking Coffee
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Featured Speakers
Farah Jaafar-Crossby
Farah Jaafar-Crossby is the Chief Executive Officer of Labuan IBFC Incorporated Sdn Bhd (LIBFC Inc.), the official promotion and marketing agency for
Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC) since January 2018. She brings with her more than 20 years of experience in capital
markets and the wholesale financial services sector, putting her in good stead to promote Labuan IBFC as the preferred midshore jurisdiction in Asia Pacific.
Farah was formerly attached to the Asian Institute of Finance and Bursa Malaysia, where she was involved in senior market development and strategic
communications roles. She also managed the Association of Stock Broking Companies Malaysia, the industry lobby group representing Malaysian
stockbrokers, allowing her a unique insight and hands on experience with issues surrounding multiple stakeholder management.
Farah has a LLB (Hons) from Sheffield University, United Kingdom.

Takuhide Mitsui
Takuhide Mitsui is a founder of Mitsui Company, one of the recognized law firms in Japan for its practice in the cross-border arena, especially finance and corporate.
He is qualified in Japan and New York practicing over 30 years, principally based in Tokyo, save for a couple of years in New York with a law school and a
law firm and another couple of years in London with a law firm and a merchant bank in the City, has advised or acted for the financial sector, such as banks,
securities brokers/dealers, asset managers and insurance companies. He is also known to the market as pioneered in legal and regulatory aspects of the
derivatives in Japan rendering opinions for ISDA, Bank of England and Federal Reserve Bank.
He has an LLB from The University of Tokyo and an LL.M from Columbia University School of Law.

Yon Zahimah Ibrahim
Yon's current portfolios include managing the communications for Labuan FSA including stakeholders engagements and external relations, managing
collection and analysis of comprehensive data through the statistical management system and providing analysis on issues impacting Labuan IBFC. She is
also handling secretarial work for the organisation.
Other portfolios covered by her previously include managing the business development team in promoting Labuan IBFC's products and services and
thereafter managing the business operations team in licencing of financial institutions as well as handling operational matters relating to the industry
players in Labuan IBFC.
Prior to joining Labuan FSA, Yon had the opportunity to work with domestic and international banks in Labuan IBFC.

Annie Undikai
With 20 years’ experience in the industry, Annie Undikai is a qualified professional accountant and a Certified Financial Planner. A Bachelor‘s Degree (Hons)
graduate in Accounting and Computing Science, she gained extensive exposure in handling all aspects of accounts, taxation, investment, administration
and management consultancy. She started her career with one of the top 5 audit firms and from 1997 to 2004, she joined Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd
(previously known as MNI Offshore Insurance (L) Ltd, a licensed Labuan insurer, Underwriting Manager and Insurance Manager as Head of Operations and
Marketing. Prior to 1997, she was the Group Financial Controller of a shipping and transportation company.
Twelve years ago, she founded Brighton Management Limited, an independent licensed insurance/underwriting manager and specialized in providing insurance management
services to insurance and insurance-related entities, including captives and now managing over 70 clients worldwide.

Naoyoshi Araki
Naoyoshi Araki is the Representative Director at Japan Risk Specialist Limited. After he graduated from Faculty of Economics, Keio University in 1986, he
started his career as the financial derivatives trader at American securities company. In 1998, after 10 years of working as the financial derivatives trader,
he started working for the German reinsurance company engaging with reinsurance business, mainly focusing on reinsurance underwriting and assessment
work of engineering insurance and property insurance.
In 2007 he started working for Aon Risk Specialist Limited, engaging reinsurance broking business then appointed as the President of the same company
in 2008. In 2009, with the change of shareholders of the company, he became the Representative Director at Japan Risk Specialist Limited.

Please register here:
via PC https://labuancaptiveseminar2018osk.peatix.com/

via Mobile

A JOINT EVENT BY LABUAN IBFC, BRIGHTON MANAGEMENT LTD AND JAPAN RISK SPECIALIST LTD

2018年6月21日
（木）
1.30PM – 5.30PM

大阪 フェスティバルスイート
大阪市北区中之島2-3-18
中之島フェスティバルタワー37階

同時通訳付き

共催：

無料入場

アジアにおけるキャプティブマネジメント
〜透明性と実務が大きな鍵を握る〜
欧州やアメリカにおいて、長い間発展を続けてきたリスク管理を目的とする自家保険会社、
すなわち“キャプティブ”。
アジアにおいて、
このキャプティブの概念は比較的新しいものでしたが、近年では積極的な業務運営を志向する企業
が設立に向け動き出しています。
特に日本企業はアジア地域を牽引しアジア地域の中でキャプティブへの関心も高く現在も探求を続けています。
だ
からこそ、
キャプティブの有益な運営に関しての疑問は尽きないと思います。
そのような方々に、是非本セミナーにご参加頂き、規制がキャプティブの運営に対して必ずしも障壁にならないとい
う事をご理解いただき、近年著しく発展し日本からのアクセスも良好なラブアンの地で、
どのように本質的コスト効率
化スキームが作り上げられているかを学んで頂ければ幸いです。

予定表
1.30PM

受付＆ウェルカムコーヒー

2.15PM

アジアにおけるキャプティブの成長と受け入れられて来た背景
ファラー ジャファー クロスビー / ラブアン金融庁 / CEO

2.30PM

日本のキャプティブの変革・挑戦そして機会
三井 拓秀 / 三井法律事務所 / パートナー(設立者)

3.15PM

ケーススタディ：キャプティブを活用した日本におけるビジネスリスクマネジメント
アニー ウンディカイ / ブライトンマネジメントLTD / マネージングディレクター

4.00PM

パネルディスカッション: アジアにおけるキャプティブマネジメント
〜透明性と実務が大きな鍵を握る〜
モデレイター:
荒木 直義 / ジャパン・リスク・スペシャリスト株式会社 / 代表取締役
パネリスト:
ファラー ジャファー クロスビー / ラブアン金融庁 / CEO
三井 拓秀 / 三井法律事務所 / パートナー(設立者)
ヨン ザヒマ イブラヒム / ラブアン金融監督庁 / 取締役
アニー ウンディカイ/ ブライトンマネジメントLTD / マネージングディレクター

4.45PM

終わりのあいさつ＆交流会
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講演者の皆様
ファラー ジャファー クロスビー
ファラージャファークロスビー / LIBFC Inc. / CEO
2018年1月よりラブアン金融庁（LIBFC) 公認エージェンシーLIBFC Inc.の最高経営責任者に就任しました。
キャピタルマーケットと法人金融セクターに20年以上携わり、
ラブアンIBFCをアジア・ミッドショア地域において、有数の金融機関へと押
し上げることに貢献してきました。
それより以前はマレーシアのシンクタンク
（Asian Institute of Finance）
とマレーシア証券取引所（Bursa Malaysia）
にてシニアマーケティングディベロ
ッパーとしてマーケット開拓とコミュニケーション戦略を担当。
また、
マレーシアの証券業界を代表するロビー団体である証券会社にて、彼女特有の洞察力と経
験により、
ステークホルダーに関わる様々な問題を解決してきました。
イギリス・シェーフィールド大学法学部卒業。

三井 拓秀
クロスボーダービジネスの中でも特にファイナンス及び企業法務の分野において評価を得ている法律事務所のひとつである三井法律事
務所の設立者です。
日本及びニューヨーク州の弁護士資格を有し、
ニューヨークにてロースクール及び現地法律事務所に所属した2年及
びロンドンで現地法律事務所及びマーチャントバンクに勤務した2年を除き、東京を基点に30年以上活動しており、銀行、証券会社、投
資顧問会社及び保険会社等の金融セクターに対して助言、代理その他の法務サービスを提供してきました。
また、
日本におけるデリバテ
ィブ法務及び規制の分野の先駆者として知られており、ISDA、
イングランド銀行及び連邦準備銀行のために意見書を提出しています。
東京大学法学部卒業、
コロンビア大学ロー・スクール法学修士。

ヨン ザヒマ イブラヒム
ラブアン金融監督庁 / 取締役
ラブアン国際ビシネス金融センター(IBFC)において関係者との契約や対外関係、包括的なデータ統計システムの管理を行っています。
ま
た同団体の内外を含めたリスクマネジメントも担当。
パートです。

その他、IBFCのビジネス開発チームにおいて、IBFCの金融商品やサービス、実務に関しての管理も行っており、
申請・認可部門のエキス

それ以前には、
ラブアン国際ビシネス金融センター内の国内、国際銀行部門にて勤務。

アニー ウンディカイ
20年以上の経験を積んだ公認会計士、
ファイナンシャルプランナーで、
キャプティブマネジメント会社、
ブライトン マネジメントの代表取
締役です。会計とコンピューターサイエンスを大学で専攻し、大手監査事務所にて会計、税務、投資などのコンサルティング業務を行いま
した。
その後、
ラブアンで認可を持つ保険会社に移り、
保険引受部門の責任者から業務、
マーケティ ング部門の責任者を務めました。
12年前ブライトンマネジメントを立ち上げ、
世界中の70を超える顧客に対して、
キャプティブ管理などの保険関連管理業務を提供しています。

荒木 直義
保険仲立人、
ジャパン・リスク・スペシャリスト株式会社の代表取締役です。大学で経済を専攻し、米国の証券会社で金融派生商品のトレ
ーダーを10年経験した後,1998年からドイツの再保険会社で損害保険、主に技術保険、財物保険の引受に携わります。2007年に保険
仲立業に移り、2008年より代表 取締役を務めています。
慶應義塾大学経済学部卒業

PCはこちら

こちらのリンクから申し込みに進んで下さい。
https://labuancaptiveseminar2018osk.peatix.com/

モバイルはこちら

こちらのQRコードを読み込んで申し込みに進んで下さい。
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